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（開会 午前１０時００分）

◎議長あいさつ

○議長(斉藤勝君) おはようございます。一言、ご挨拶申し上げます。

本日、平成２５年松前町議会第２回定例会が招集されましたところ、皆様には何かとご

多忙のところご出席下さいまして、会議の運びに至りました事を厚く御礼申し上げます。

◎開会宣告・開議宣告

○議長(斉藤勝君) ただ今から平成２５年松前町議会第２回定例会を開会致します。

直ちに会議を開きます。

◎諸般の報告・議事日程

○議長(斉藤勝君) 議会に関する諸報告並びに本日の議事日程につきましては、お手元に

配布の通りであります。

◎会議録署名議員の指名

○議長(斉藤勝君) 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は会議規則第１２５条の規定により議長において、３番川内谷進君、４

番椎名力君、以上２名を指名致します。

◎議会運営委員会報告

○議長(斉藤勝君) 日程第２ 議会運営委員会の報告を求めます。

議会運営委員会委員長、伊藤幸司君。

○議会運営委員会委員長(伊藤幸司君) それでは、議会運営委員会よりご報告を申し上げ

ます。

６月１７日開催されました議会運営委員会において、本定例会の会期は本日６月１９日

から６月２１日までの３日間と致しまして、議事日程についてはお手元に配布のとおり進

めることに決定致しました。以上です。

○議長(斉藤勝君) 以上で報告済みと致します。

◎会期の決定

○議長(斉藤勝君) 日程第３ 会期の決定を議題と致します。

お諮り致します。

ただ今の議会運営委員会報告のとおり、今期定例会の会期は本日から６月２１日までの

３日間と致したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。
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よって、そのように決定致しました。

◎行政報告

○議長(斉藤勝君) 日程第４ 町長の行政報告を議題と致します。

町長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。町長。

○町長(石山英雄君) おはようございます。

松前町議会第２回定例会開会にあたりまして行政報告をさせていただきます。

１．平成２４年度各会計の決算概要について。

平成２４年度各会計の決算概要についてご報告申し上げます。始めに一般会計でござい

ますが、歳入総額５６億２０４万４千８４２円。歳出総額５３億３８５万６千６１３円で

歳入歳出差引残額が２億９千８１８万８千２２９円となり、平成２５年度への継続費逓次

繰越金５万２千円及び繰越明許費繰越金１千１４７万６千３９８円の合計１千１５２万８

千３９８円の繰越財源を除いた２億８千６６５万９千８３１円が実質収支となり、この内

１億４千万円につきましては翌年度へ繰り越しし、残額の１億４千６６５万９千８３１円

につきましては財政調整基金に編入したところでございます。

次に特別会計について申し上げます。国民健康保健特別会計につきましては歳入総額１

４億９千１３３万６千４４１円歳出総額１５億３千８１２万９千４２２円で歳入差引、歳

入差引歳入不足額が４千６百７９万２千９８０円となり、全額２５年度歳入繰上充用金で

補填しております。

次に介護保険特別会計につきましては、保険事業勘定で歳入総額８千８９、８億８千９

０３万２千６７０円、歳出総額８億７千１８８万３千９９８円で、歳入歳出差引残額が１

千７１４万８千６７２円。サービス事業勘定では歳入総額１千４５６万２千３８２円。歳

出総額１千３８２万６千７１３円で、歳入歳出差引残額が７３万５千６６９円となり、そ

れぞれ平成２５年度会計へ全額繰り越ししております。

次に後期高齢者医療特別会計につきましては、歳入総額１億２３７万３千９８０円、歳

出総額１億１６１万６千８３３円で、歳入歳出差引残額が７５万７千１４７円となり、全

額平成２５年度会計へ繰り越ししております。

次に水道事業会計につきましては、平成２５年３月３１日をもって事業を終了致しまし

た。この期間における収益的収入は消費税込みで１億８千１１２万４千３８３円。収益的

支出では消費税込みで１億７千２８９万６千９５３円となり、利益は８２２万７千４３０

円となるところですが、資本的収支勘定等における消費税の支出が３６９万６千７５２円

となるため、当年度の純利益は４５３万６千７百、失礼しました。４千５３０万、４５３

万６７８円となります。

また資本的収入は消費税込みで４千４８４万７千円。資本的支出は消費税込みで１億１

千６３万４千４２６円となり、差引６千５７８万７千４２６円の不足を生じましたが、こ

の措置につきましては減債積立金１００万円、過年度分損益勘定留保資金６千１５８万２

千７８６円。当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３２０万４千６４０円で補

填し、決算を終了致しました。

次に病院事業会計でございますが、平成２５年３月３１日をもって事業を終了致しまし

た。この期間における収益的収入は消費税込みで１３億８千５８５万１千６０１円。収益

的支出は消費税込みで１２億４千２０５万３千８３３円となり、利益は１億４千３７９万

７千７６８円となるところですが、資本的収支勘定における消費税の支出が３３万６千９
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５０円となるため、当年度の純利益は１億４千３４６万８１８円となります。また、資本

的収入は消費税込みで８６３万２千円、資本的支出は消費税込みで７千３８８万９千５８

０円となり、差引６千５２５万７千５８０円の不足額を、不足を生じましたが、この措置

につきましては全額過年度分損益勘定留保資金で補填し、決算を終了致しました。

平成２４年度各会計事務事業の推進にあたり、議員の皆さま、並びに町民の皆さまのご

協力に対しまして、衷心よりお礼を申し上げる次第でございます。

２．第６６回松前さくらまつりの結果について。

本年のさくらまつりは、４月２９日から５月１９日までの２１日間の予定でありました

が、天候不順による桜前線の遅れから桜の開花が平年より６日程遅れたため、１週間延長

し、５月２６日までの２８日間の日程で開催されました。期間中の入り込み客数につきま

しては１９万７千４００人となり、前年度対比で４万２千５００人の増加になったところ

でございます。

増加の要因と致しましては、要因としては大型連休中は気温の低い日が続きましたが、

昨年のような大荒れの日がなかったこと、桜の開花を求めて道南方面に観光客が回遊した

こと、期間を延長したことが考えられます。また、祭り期間中の大型バスの入り込みは昨

年より７６台多い６３６台となり、旅行各社が松前のさくらまつりなどに合わせた団体ツ

アーを多く企画したことや、テレビ番組に取り上げたことも入り込みの増加になったもの

と考えられます。桜の状況等の詳細につきましては、参考資料を添付しておりますので参

照願います。

最後にさくらまつりの開催にあたり、関係者始め地域の多くの皆さまのご協力により終

了することができ、心から厚くお礼を申し上げる次第でございます。

３．介護保険における地域密着型サービスの整備について。

介護保険における地域密着型サービスの整備につきましては、第５期松前町介護保険事

業計画（平成２４年度から平成２６年度までの３ヶ年）の整備目標として、今後必要性が

高まる認知症対応型共同生活介護（認知症グループホーム）、在宅での暮らしを支える小

規模多機能型居宅介護、または老人、養護老人ホームの待機者の解消に向けた地域密着型

介護老人福祉施設入所者介護、生活介護（２９人以下小規模特別養護老人ホーム）の整備

が望まれている状況にあることから、これら３つの地域密着型サービスのうち、より優先

度の高いもの、そして事業者が対応可能なものを１つ以上整備することを目指しておりま

す。

この３つの地域密着型サービスの中から何を優先するかということで、これまで松前町

介護保険事業等推進委員会の、介護保険事業計画等推進委員会委員の皆さまのご意見をい

ただきながら、また、事業者の参画意向調査も踏まえまして、より松前町にとって必要な

地域密着型サービスを検討してまいりました。

町と致しましては、１００人を超える特別養護老人ホームの待機者の現況や、要介護４

または要介護５の在宅での生活が困難な利用者を支えるため、さらには、利用者の負担費

用等も考慮しまして、第５期計画期間内の地域密着型サービスにつきましては、「地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護（２９人以下小規模特別養護老人ホーム）」の整備

をすることに致しました。

今後は、事業者の募集・選定等、地域密着型老人介護、地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護（２９人以下小規模特別養護老人ホーム）の整備に向けて準備を進めてまい

ります。以上でございます。

○議長(斉藤勝君) 以上で行政報告済みと致します。
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◎報告第１号 平成２４年度松前町一般会計継続費繰越計算書について

○議長(斉藤勝君) 日程第５ 報告第１号 平成２４年度松前町一般会計継続費繰越計算

書についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) それでは、ただ今議題となりました報告第１号平成２４年度

松前町一般会計継続費繰越計算書について、その内容をご説明申し上げます。

本件につきましては、本年３月の第１回定例会におきまして議決をいただいております

平成２４年度松前町一般会計補正予算（第９回）第２条継続費でございますが、地方自治

法施行令第１４５条第１項の規定により、継続費前会計年度の年割り額に関わる歳出予算

の経費歳出予算のうち、その年度内に支出が終わらなかったものは当該継続費の終了年度

まで逓次に繰越をして使用することが出来ることとなっており、当該継続費は松前中学校

改築事業でございます。当初の計画では平成２５、２６年度の２ヶ年度で実施する予定で

ございましたが、平成２４年度の国の補正予算により、平成２５年度分を前倒しをして予

算化を図り、有利な補助率により国の補助金を受けながら実施する運びとなりました。

しかし、松前中学校改築事業につきましては、平成２４年度末でなければ実施設計が完

成しないことから、その後の工事費等の関わる経費は平成２５年度へ繰り越しをして執行

しなければならないため、継続費繰越計算書を調整し、これをご報告申し上げるものでご

ざいます。

計算書の内容でございます。次のページをお開き願います。

平成２４年度松前町一般会計継続費繰越計算書でございます。１０款教育費３項中学校

費、松前中学校改築第１期工事分建設工事請負費と工事監理業務委託料でございますが、

継続費の総額合計１３億７千３６９万４千円のうち、平成２４年度継続費予算現額は合計

で７億１千８８万４千円で、その全額を翌年度に逓次繰越をして使用するものでございま

す。当該事業の特定財源と致しまして、国補助金の合計４億９千６８３万２千円となって

おります。その内訳は学校施設環境改善交付金が３億９千６２４万７千円、地域の元気臨

時交付金が１億５８万５千円を予定してございます。また、地方債の合計２億１千４００

万円につきましては、全額過疎対策事業債を予定しているところでございます。

なお、繰越金の合計５万２千円につきましては、継続費逓次繰越財源として、平成２５

年度歳入へ繰越をしてございます。

以上が報告第１号の内容です。よろしくお願い申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 以上をもって報告済と致します。

◎報告第２号 平成２４年度松前町一般会計繰越明許費繰越計算書について

○議長(斉藤勝君) 日程第６ 報告第２号 平成２４年度松前町一般会計繰越明許費繰越

計算書についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) ただ今議題となりました報告第２号平成２４年度松前町一般

会計繰越明許費繰越計算書について、その内容をご説明申し上げます。

本件につきましては、平成２４年度松前町一般会計補正予算により議決をいただいてい

る繰越明許費でございますが、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により繰越明許
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費繰越計算書を調整し、これをご報告申し上げるものでございます。

計算書の内容でございます。次のページをお開き願います。

平成２４年度松前町一般会計繰越明許費繰越計算書でございます。繰越明許費として繰

り越す事業は８款土木費２項道路橋りょう費の３事業と、裏面でございますが５項住宅費

町営住宅建設事業、１０款教育費３項中学校費松前中学校改築事業第１期工事分解体工事

及び事務費、１１款災害復旧費２項文教施設災害復旧費松前城資料館屋根災害復旧事業の

併せて合計６事業でございます。

その内、８款２項道路橋りょう費の道道松前港線改良(受託)事業で繰越明許費金額６千

７０５万７千円の内６千６２５万４千８９８円を繰越し、繰越額が８０万２千１０２円減

額してございます。これは委託者である北海道との最終調整の結果減額となったところで

ございます。

また、１１款２項文教施設災害復旧費で松前城資料館屋根災害復旧事業では、繰越明許

費金額１千４１７万５千円の内１千３６２万９千円を繰越し、繰越額が５４万６千円減額

してございます。これは工事入札が平成２４年度内に終了しており、入札減の部分が減額

となったところでございます。なお、当該事業は４月１５日をもって既に完了していると

ころでございます。

また、残り４事業につきましては繰越明許費同額を繰り越すものでございます。

全体の６事業の合計で繰越明許費金額は３億９５９万２千円で、この内翌年度繰越額は

３億８２４万３千８９８円となっております。財源内訳につきましては、既収入特定財源

はなく、未収入特定財源では２億９千６７６万７千５００円で、各事業とも内定している

国、道支出金及び町債並びに雑入となっており、その内訳につきましては計算書をご参照

いただきたいと思います。

また、一般財源の合計１千１４７万６千３９８円につきましては、繰越明許費繰越財源

として平成２５年度歳入へ繰越をしてございます。

以上が報告第２号です。よろしくお願い申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 以上をもって報告済と致します。

◎報告第３号 平成２４事業年度松前町土地開発公社決算について

◎報告第４号 平成２５事業年度松前町土地開発公社事業計画について

○議長(斉藤勝君) 日程第７ 報告第３号 平成２４事業年度松前町土地開発公社決算に

ついて。日程第８ 報告第４号 平成２５事業年度松前町土地開発公社事業計画について

を一括議題と致します。

提出者の説明を求めます。総務政課長。

○総務課長(川村敏之君) おはようございます。

それでは、ただ今議題となりました報告第３号平成２４事業年度松前町土地開発公社決

算につきましてご報告申し上げます。

平成２４事業年度松前町土地開発公社決算につきましては、別紙のとおりでございます。

平成２４事業年度財務諸表及び平成２４事業年度報告書、並びに平成２４事業年度決算に

かかる監査意見書により提出致そうとするものでございます。

以上が報告第３号平成２４事業年度松前町土地開発公社決算についてでございます。

続きまして、報告第４号平成２５事業年度松前町土地開発公社事業計画につきましては

別紙のとおりとなっております。
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平成２５事業年度松前町土地開発公社事業計画、平成２５事業年度松前町土地開発公社

予算及び平成２５事業年度松前町土地開発公社予算実施計画、並びに平成２５事業年度松

前町土地開発公社資金計画により提出致そうとするものです。

以上が報告第４号平成２５事業年度松前町土地開発公社事業計画についてです。よろし

くお願い申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 以上をもって報告第３号並びに報告第４号については報告済と致しま

す。

◎一般質問

○議長(斉藤勝君) 日程第９ 一般質問を行います。

既に通告がありますので、通告順に発言を許します。

１０番、梶谷康介君。

○１０番(梶谷康介君) 皆さん、おはようございます。

今朝、６時１０分前に目が覚めました。軽くラジオ体操しながら体調を整え、今、行お

うとしております一般質問のシミュレーションをしてまいりました。すこぶる体調よろし

いんです。町長、公務多忙、更にはお悔やみだとかお祭りだとか、いろいろ私的にも多忙

な様子でございますけれども、体調いかがですか。大丈夫ですか。

それでは一般質問を開始致します。

私達、人間が生きていくために必要な資源といいますか、要素といいますか。まあ、あ

まり感じておりませんけれども、空気だとか或いは電気だとか更には水だとか。そうした

ものが非常に重要でありながらも、普段はあまり関心もない形で過ぎております。特に今

の空気だとか電気だとかというものは、我々自身がね、コントロールなかなか難しい面も

あるわけですけれども、この３つ目にいっておりますこの水に関してはね、人を頼りにし

て、あてにして出来るものでないと。特に町村ではそうしたことを大事にしながら、自ら

管理・運営していってるわけでございます。

松前の水道の状況をこう以前から振り返ってみますとね、当初はまだ水道の整備も不充

分で、夏場渇水時期になりますと、俗にいう渇水対策だとか、非常に大きな苦労を重ねな

がら今日の姿を築いてきたわけです。大松前川のこの神明の沢の水源を求めていた時なん

かも、更には原口から白神までの簡水の状況をみた時も、まさに自分達のライフライン、

水を確保、安心安全な水を確保するために多くの苦労を重ねてきて今日があるわけです。

そうしたものを踏まえながら、議会でも抜本対策、特別委員会を設置して現在の朝日の

及部川に水源を求めて、殆ど渇水時期に走り回らなければいけないような状態も回避され

て。それだけに町民は蛇口をひねればジャッと出てくる水のありがたみだとか、大事さだ

とかというものはともすれば忘れがちなんですね。

しかし、当時２万人近い人口を想定しながら、こういう水道設備をしてきたわけでござ

いますけれども、今日のこの社会情勢のように少子高齢化、更には過疎化、そうしたもの

がいろいろ原因して、水道の収益が非常に心配されるような状態になってきております。

当面、平成２４年度の決算もひょっとしたら赤字でないかなという心配をした経緯もご

ざいますけれども、現在っていいますか、ただ今町長の行政報告の中にもありましたよう

にね、４６０万某かの黒で終わったということはね、ある意味ではホッとしてるんです。

しかしながら、その先には今までの決算委員会でも、更には所管事務調査における中身

を見ましてもね、やがて、しかも近い将来、平成２５年度の決算時点での赤字が予測され
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るシミュレーションが出来ております。ですから、この大事な水を、今のような状態で見

過ごしておくわけにいかないと。私はそう思ってこの時点で町長、大変だと思いますよ。

就任して早々にね、まあ最終的にこれは質問の流れからいくとね、公共料金の値上げまで

考えなければいけないような状態になっているという現実を踏まえながらね、今日の一般

質問に立ったわけでございます。

町長、こういう状況をね、あなたはどのような認識をされておりますか。具体的に質問

に入る前に気持ちを聞かせていただきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) ただ今、梶谷議員から水道事業が危ないというふうなご心配のご質

問をいただきました。

先程、行政報告でも述べさせていただきました。２４年度の決算につきましても大変危

惧された状況でありましたけども、何とか４百万某の黒字で終えることが出来たというこ

と。職員が一生懸命頑張ってくれた結果であるというふうに思っております。

ただ、将来の水道、松前の水道どうなるのかということにつきましては、今梶谷議員が

ご指摘されたとおり、大変厳しい問題が発生するだろうというふうに思っております。町

と致しましてもいろいろ対策を講じながら、推移を見ながら状況を適確にとらえて判断し

てまいりたいというふうに思っております。

ご指摘、最もだというふうに受け止めております。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) お考えを聞かせていただきました。具体的に質問事項がね、既に

通告しておりますんで、順次お尋ねしていきたいと思います。

まず、一番基になる、事業の基になる給水人口ですね。これが当時、創設当時の人口で

は２万３千６０人の数字でスタートしております。で、今回の平成、これはあくまでも２

３年度、一番、私としては一番新しい数字なんですけども、平成２３年度の実績では８千

８６６人、そういう数字になってきております。ですから、大雑把にみてもね、まあ３分

の１ではないにしても半分以下には、更に低い数字になっている現状ですから、当然水を

使った料金がどういう形で入ってくるかっていうことは想像つきますよね。

ですから、人口が減った、或いは水を使う事業所が減った、学校も統廃合された、水を

使う部分が少なくなったからといってね、当初投資したものを学校のように統廃合すると

か、或いは事業を縮小するとか、そういう中身のこれは事業でないんですよね。ですから、

それを踏まえてこれからどうするかっていうことになるとね、一番最初に給水人口の確保

っていうことになると、町長、何か考えられますか。町民の人口増っていうのは、まずこ

れも考えられないだろうし、かといって、水を使う事業所が新たに発生するっていうこと

も考えられないし、まあ、本当にこの辺は今のままで対策を講じなければいけないという

私の認識ですが、町長いかがですか。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 給水人口確保の策はあるのかというふうなお尋ねでございます。毎

年度決算に合わせまして、将来的な経営のシミュレーションを行ってきているところでご

ざいまして、給水人口はご指摘のとおり、年々減少の一途を辿り、平成１７年度以降に、

平成、毎年平均２５３人の給水人口の減少となっております。

経営シミュレーションの中でも総合計画による推計人口は、９年後の平成３３年度には

６千２９１人となり、現在より、現在よりも２千３４６人の減少推計となっていることも

事実でございます。このため、将来的にも給水人口の減少は避けられない状況にあるとい
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うふうには認識しております。加えまして、今ご指摘のとおり、地域産業の低迷による水

需要の落ち込みも見込まれる、見込みもみられますので、今後はいかに給水収益の確保を

図るかが大きな政治的な課題だろうというふうに思っております。

先程ご指摘ありました小学校の統合によりまして教職員も減っておりますし、それから、

さくら漁協の荷捌きの水施設の関係もございます。それから、豆腐を作っていただきまし

た日の出産業さんも工場を廃止しているというふうな状況も踏まえますと、なかなかこう

給水人口を増やす対策っていうのは、現状におきましては方策を模索してもなかなか結果

が出てこないというふうな状況だというふうに認識しておりますけども、何としても給水

収益を上げるような努力はさせていただきたいというふうに思っております。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) まさに町長おっしゃるとおりね、厳しい状況だという認識は私も

しております。

現状の中で少しでもね、まあ、願いとすれば今年の夏が暑くって、水をいっぱい使って

くれればなという期待はしております。でも、これは神頼みみたいなものでね、なってみ

なければわからないと。

これは余談ですけれどもね、担当者の人はちょっとこう気にして、答弁は私は求めるつ

もりはないんだけど気にしていただきたいことが一つあるんですよ。水は大切に使いまし

ょうっていいますよね。でも、水道事業としてはどんどん使っていただきたいと。その辺

の感覚なんで、あのパークゴルフ場の管理してる方々がね、ちょっと話聞いたことあるん

ですよ。非常に夏場の暑い中で、あのパークゴルフ場の芝の管理は大変なんだと。そのた

めに水をいっぱい使って大切な芝を殺さないように管理してきたところ、担当者が水使い

すぎじゃないかと。そんな話がされて管理側とすれば非常に遺憾だと。芝、あの芝を枯れ

させてしまったら大変な金額になってしまう、水道、芝を管理するために水道数万の水道

料金がね、そんな感覚で物を考えられているとすれば、非常に残念だという話聞きまして

ね。これはまあ余談として、或いは担当者として今後そういうものに対してどう向かうか

っていうことは、考え方整理しておいてほしいなと。

私は大事なことだと思いますよ。水は大切に使いましょう、しかし、大切に使う、今の

ような活かし方っていうのは大切な使い方だなというふうに受け止めているんでね。それ

を頭から抑えてしまうっていうのはいかがなものかと。まあ、そういう考え方でちょっと

一言加えさせていただきました。

２番目のね、通告２番目の企業努力による経費の削減ね。これ私もずいぶん水道担当者

の方とも意見交換もしましたし、また取り組んできた経緯も聞かせていただきました。ま

ず職員の体制もね、かつては８人以上の体制でいたものが現在６人体制で頑張ってると。

それから、更には直営で人を抱えて事業していた分野も民間に委託する部分もあると。特

に管理業務、維持管理業務っていうんですか。それはもう民間委託しながら、ある程度の

経費の削減をしていくと。更には検針業務もね、なんていったっけ。ハンディターミナル

っていう方式でね、非常に効率的な検針業務がされていると。そういうことを一つ一つ聞

いてきました。更には４台あった業務車両も３台にしてると。まさに企業努力の現れかな

という受け止め方しているんですがね。

そういうことをこれからやろうとしても、残されてる部分ってのはほとんどない。私に

いわせると企業努力の限界かなと。こんな見方をしておりますけども、町長はどのように

お考えですか。

○議長(斉藤勝君) 町長。
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○町長(石山英雄君) 企業努力による経費の削減、限界ではないのかというふうなご質問

でございます。

経費削減にあたりましては、１点目と致しまして、２点の大きな項目を目標にして進め

てきているところでございます。１点目につきましては職員数の削減であります。２点目

につきましては施設維持の経費削減。この２つを大きな目標として経費の削減を進めてき

たところでございます。

１点目の職員数の削減につきましては、昭和５６年に現在の料金体系に改定されまして

以後、３０年余現在までのこの料金を維持してきておりますけれども、この大きな要因は

収益にあった経費の削減、特に削減効果の大きい人件費の削減によるところが大変大きい

要因だというふうに思っております。料金改定を行いました昭和５６年当時の水道課の職

員数は１６名でありました。以後、給水収益の減少と共に退職者の不補充などによりまし

て、直営の事業部門や管理部門の廃止、縮減を図りながら、現在はご指摘のとおり職員は

６名体制で、当時と比較致しまして１０人、６割以上の削減を行ってきているところでご

ざいます。

また、これまで上水道や、浄水場や各簡易簡水の施設管理の外部委託化や、検針業務の

機械化。先程議員ご指摘のとおりハンディターミナルの導入であります。それから計装設

備の整備などにより、職員の省略化や削減を図り経費の圧縮に努めてきておりますが、現

体制におきましてはこれ以上の職員数の削減は大変厳しくて、また職員１名を圧縮するだ

けの委託事業量の確保も現在では困難な状況であるというふうに判断しております。今後

考えられる可能性と致しましては、職員の人件費にかかる一部を一般会計で負担してもら

うことも、これも検討材料に入る一つだというふうに認識しているところでございます。

二つ目の施設の維持の経費削減につきましてでございます。昭和４０年代後半から昭和

５０年代当初にかけて拡張のために認可変更した施設が多くて、配水能力、計画給水人口

は現在の実態とは大きくかけ離れておりまして、平成２４年度決算における配水能力に占

める１日平均配水量による施設利用率は３５．５％であります。また、計画給水人口に対

する現在の給水人口比は４４．６％となっておりまして、施設にかかる動力費や維持管理

上非効率化が懸念されるため、施設運営には特に留意しながら需要と供給のバランスを常

に念頭に置き、過剰運転とならないように注意をはらっているところであります。

また、配水管の改良によりまして有収率８４．９％も逐年上昇してきておりますけども、

未だに上水道、各簡易水道においても開設拡張当時の配水管が残っておりまして、老朽化

による漏水事故などが発生していることから、この漏水対策を逐次行っていかなければな

らないというふうに思っております。本当に一生懸命削減の、経費の削減努力してきてお

ります。これからも出来るものは削減していくように努力してまいりたいと思います。

なお、先程冒頭でパークゴルフ場の芝の管理のご指摘ございました。これにつきまして

は今後内部で協議させていただきたいというふうに思います。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) 芝の管理はそっちでわかりましたでいいんですけどもね。

今の人件費の対応っていうのは、私、非常にある意味では大事なことかなと。特に今の

大課制っていいますか、そういう形の中でね、水道の管理する人を別な課の形の中でも担

当していただきながら、人件費を一部負担していただくっていうのは、私、今のこの松前

町の水道事業の中身からいくとね、１上水３箇水でしたね、その中で簡水の部分も受け持

っているっていう部分を考えれば、ある意味では妥当かなと。一般会計でね、持つってい

うのは妥当かなと。充分検討に値することだと私受け止めましたんで、鋭意努力されてい
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ただきたいと思います。

３点目の赤字補填なんですけれどもね。町長、非常に詳しい数字を基にしながら考え方

を説明いただきましたけれども、まあ、ざっくばらんにいってね、今もってる内部留保資

金、そうしたもので、これから考えられる各年度の赤字を補填していくっていう対応であ

るとすればね、早晩、私はパンクするっていう受け止め方しているんですよ。今の内部留

保資金は約２億８千６百万。そうですよね、確か未処分剰余金で９千１百万。各種積立金

で３千７百万。留保資金で１億５千７百万。まあ２億８千６百万ぐらいの手持ちの財源で

これから何年先まで赤字を補填していけるかったらね、すぐパンクする。そういう受け止

め方しております。

ですから、その辺はね、これから考えられる、例えば２６年度から５ヶ年計画で施設の

改修だとかしていかなければいけない部分だって、私調べていただいた、或いは概算事業

費を計算していただいた中では、３億３千６百万、約３億４千万の概算事業費が必要だと。

そういうことを考えればね、内部留保なんてのは本当に今の赤字補填に使う金額なんての

は微々たるものであってね。そんな状態の中では黙って見過ごすわけにはいかないと。当

然、これは流れとしては最後の料金改定の議論までいくんですけどもね。その辺の認識は、

もし仮に何もしないで内部留保資金で対応するとすれば、見方としてはどれぐらいもちま

すか。それぐらいのシミュレーションはしてるんでしょう。恐らく２、３年もつかもたな

いか、答弁願います。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 赤字補填の、もう限界なのではないかというふうなご質問でござい

ます。

今、梶谷議員から未処分利益の剰余金の数字の指摘がございました。これは新しい、最

も新しい数字を今ご報告申し上げたいと思います。平成２４年度末での未処分利益剰余金

につきましては、９千５０４万８千３４７円。次の積立金に致しましては、つきましては

３千６９５万８千５３０円。損益勘定留保資金につきましては、これは内部留保資金でご

ざいますが、１億７千５５４万９千６４４円。合計致しまして３億７千、あっ、失礼しま

した、３億７５５万６千５２１円というふうになります。

この３億７５５万６千５２１円の利益剰余金や積立金、内部留保資金を保有しておりま

すけども、毎年度の４条予算における事業投資でございます。これは梶谷議員ご指摘の建

設改良費でございますけども、内部留保資金の原資であります減価償却費、資産減耗費の

総額を目途に行っているところでありますが、しかし、水道施設の耐用年数は概ね長期的

には３０年から６０年であるため、施設の更新にあたっては、現在と過去の投資価格の差

によりまして減価償却額が大幅に増加傾向にあることも事実でございます。今後昭和４０

年代後半、５０年度初期の上水道の拡張事業により整備されたもの、或いは各簡水の拡張

事業における整備施設が耐用年数を迎えることになります。順次更新の必要に、必要性が

迫られてくることもありますので、内部留保資金が増加する一方で設備投資額も多くなる

ということが予想されます。結果的には投資額が上回り、内部留保資金が残減していくも

のと予想されます。これは議員ご指摘のとおりだというふうに思います。

私は、ある一定の目途といいますか、今３億７５５万６千５２１円の資金があるという

ふうな状況でありますけども、現状からいきまして、純損失が発生した場合には未処分利

益剰余金につきまして、現在９千いくらありますけども、この部分につきましては４千万

から５千万程度の状況になった段階で、一定の方向性を示す時期になるだろうというふう

な判断をしているところでございます。
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○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) 話を行ったり来たりするうちにね、益々厳しさ実感してくるわけ

なんです。どうしてもこういう議論っていうのは、最後はね、どうするかっていうところ

に達するわけなんですよ。

最終的な料金改定という話に行く前にね、この水道事業っていうのは冒頭申し上げまし

たとおり、大した認識はしていないけれども、決して無視の出来ない大事な人間が生きて

いくための要素だということは忘れちゃいけないし、それを維持するためには人材は間違

いなく確保しておかなければいけない。更にはその人材がいて更には心配されている時間

が経った施設整備等はね、当然これは怠ってはいけないと。益々お金のかかる部分が広が

っていくんでないかなと。町長、その心配されておりましたがまさにそうだと思います。

ですから、健全経営策と４点目でライフラインの確保、健全経営策というような質問事

項にしてありますけれども、この中身はね今いったようにこの事業を継続していくために

人材を確保し、施設を管理していくためにどうあらねばっていうことの中身なんで、前段

でお話したようなものが全てこう含まれるものかなと。そういうふうに考えております。

策はね、全く。例えば企業努力だとかいろんな話したって、今、万策尽きたっていうと

言い過ぎになるかもしれませんけど極めて厳しいと。安易な方法っていわれれば怒られる

かもしれませんけれどもね、町民の皆さんにこの現状を理解していただいて、大事なライ

フラインを守っていくためにはご協力をお願いするっていうようなことになろうかなと。

ある意味ではね、公共料金の値上げなんていうのはね、非常に私もいうことにはばかりを

感じるんですよ。町長もね、改選期を目の前にしてこんなことをやったら大変なマイナス

になるし。どのタイミングでこういう町民のご協力をお願いしたらいいのか、私もね、非

常に言っていながら、自分で言っていながらこれは厳しい局面だなと。でも、前段で申し

上げてきたような中身を整理していたら、そういうものが一番自分にとって有利かなみた

いな計算でね、これ臨むような中身でないみたいな気がして、１日も早い対応をしないと

いけないなという気持ちで今お話しております。

ですから、今いったようなことを踏まえて、もう最後の話をしましょうか。水道料金を

どうするかっていう話でね、私はこの議論を一つの方向付けをしたいと思っておりますが、

町長いかがですか。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) ライフラインの確保策についてというふうなご質問でございます。

梶谷議員、冒頭の質問の内容にもございました。平成２２年５月から１１月までに総務

経済常任委員会の所管事務調査が行われまして、まさしく今梶谷議員がご指摘しているこ

とも調査されております。総務経済常任委員会でも同じことをご心配しておりまして、私

もそこは大変重要な部分だというふうに認識しているところであります。

お尋ねの関係でございますけども、総体的に財政上の問題と致しまして、上水道の拡張

事業や簡水の拡張事業による整備施設の耐用年数経過に対する対応など。これは先程述べ

させていただきましたけども、避けて通れない状態であるというふうなことは認識してお

ります。企業の経営努力も、健全性を確保するための努力と、一般会計からの財政調整な

ども今後は協議をしながら進めていかなければならないというふうに思っております。い

ずれに致しましても、単年度決算の推移を見ながらこの状況を適確に捉えてまいりたいと

いうふうに考えてございます。

現状での任期中での料金の改定につきましてのお話がございましたけども、現状で、任

期中の改定は考えておりません。改定の時期につきましては、先程申しましたけども単年
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度決算の推移を適確に捉えながら、改定の時期を判断してまいりたいというふうに思いま

す。改定する場合におきましては、町民の皆さんに丁寧に説明致しまして、ご理解をいた

だけるような、そんな努力はしてまいりたいというふうに思いますので、よろしくお願い

したいというふうに思います。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) 町長、任期中の料金改定は考えていませんっていわれれば、私も

後続かなくなるんだよね。

でもね、やっぱりそれは仕方がない。やっぱり町長の責任でこの町を考えていくんです

から、これは仕方がないとしてもね、やはりこれから考えられる公共料金の値上げなんて

のは特に町民に負担をしていただく場面ですから、よく実情をわかっていただいて、その

上でご協力を願うという意味ではね、ある程度時間も必要だと。だとすればね、ある程度

時間が必要だとすれば、仮に値上げは任期中にしないにしても、それに向けてのアクショ

ンってのは起こさないといけない。例えば説明会であろうか、或いは公聴会であるか。そ

うしたものは積み重ねて行って、最終的に町民の同意を得て前へ進むっていうのがね、私

は一番いい形かなと理解はするんですけれども、その間どうするかっていうことはね、前

段でいろいろと議論したんで、まあ、厳しいとはいいながら何とかやり繰りして乗り切り

ますよっていう考え方のようですから、特別我々がね、それ以上関わる何物でもないとい

うふうに考えております。

ただね、町長、今、常任委員会の調査報告書もらった。或いは決算委員会でも所見、或

いは意見っていうのは提出されているけれども、こういう議論を重ねていかないとね、そ

ういうものに対してどう考えて、町長がどう考えてるかっていうのがわかんないわけだ。

ただ見っぱなしで、ああ、そうかそうかっていう受け止め方されてね、もし進めるとすれ

ば、議会で一生懸命町の将来を考え、町民の福祉向上のために何をしなければいけないか

というものが見えてこない。実を結ばない。そういうものを心配、或いは懸念するもので

すから、やっぱり時の責任者の考え方をきちっとおさえておきながら、まあ、ある意味で

は町長側が行動起こさなくっても町民との間でね、今、町の状況はこうなんだよと。だか

ら早晩皆さんのご理解とご協力をお願いする場面が出てくるんだよというようなものは、

我々の立場としてもね。これはある意味では責任であり義務でありますから。町長の見解

を聞かせていただいたわけでございます。

極めて厳しい水道事業。もちろん、松前の抱えている課題は水道だけではございません。

私の限られた時間の中での一般質問ですから、毎回タイミングのよい課題をテーマにしな

がら、町長の見解、或いは町の方向付けみたいな議論をさせていただいておりますけれど

も、あえてこのタイミングで水道の件に関して所見を伺ったわけでございます。

まあ、私も本音としてね、料金を上げれっていうつもりはないんですよ。それはないん

ですよ。上げなくてすむんであればこれは一番いいんだけれども、このライフラインをい

わゆる安全安心な水を確保するためには、避けて通れない課題ですから、理事者側の立場

としても議会側の立場としてもね、真剣に取り組んでいかなければいけない大事なことだ

ということで、あえてこの場で念を押させていただいたわけでございます。

町長、あの具体的な答弁、ここで更に求めるつもりはないですけども、体に気をつけて

頑張っていただきたいと思います。以上で終わります。

○議長(斉藤勝君) １５分間休憩します。

(休憩 午前１１時０１分)
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(再開 午前１１時１６分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

１番、福原英夫君。

○１番(福原英夫君) 今日は、たくさんの傍聴者においでいただきありがとうございます。

今日の質問については表題のとおり、このままで良いのか、いいのか、町立松前病院の

管理運営についてということで、質問の内容については別紙のとおり掲載してございます

ので、改めて申し上げません。

その前に、今日は病院管理者においでいただいておりますので、病院管理者には今回プ

ライマリーケアの連合会が主催しております、第６回田崎賞を受賞していただいたことに、

本当おめでとうございます。やはりあの、これもプライマリーケアの連合会の趣旨でござ

います地域医療、総合医療に貢献した人に対する、また日頃の尽力の賜物と私は思ってお

ります。また、松前町の医師の確保、看護師等の確保等々。松前町の医療のために誠心誠

意ご尽力いただいていることに、多くの町民も感謝申し上げているものと思います。本当

にありがとうございます。

今日は、私としては今回のこのことで質問するということよりも、本当は松前町の将来

についての成長戦略をどうしたらいいのかとか。そういうふうなことに今回質問しようと

思ったわけですけども、ずっとこう昨年の９月の定例から、ずっと、今回の２５年の第１

回の定例まで、もうずっと経緯をなぞって反省してみました。そんな中で、自分もやはり

一度町民の方々の、この経過経緯、今後の方向についてきちんと知っていただかなければ

ならないという気持ちが強かったわけです。それで、３月の下旬の辞令、４月まで議員協

議会を３回程行いまして、そんな中でやはり最後の落とし所も自分としては全く腑に落ち

なかったわけでございます。それで、やはり先程申し上げたように一般質問という形で、

本意ではございませんけども質問させていただくことになりましたので、まず、ご了承い

ただきたいと思います。

町長、あの９月の定例議会まで戻りますけども、病院の管理者条例、制定したことにつ

いてなんですけども。私自身は病院の管理者の条例改正っていうのは、いい条例改正だな

という気持ちはあるんです。しかし、今日までこのようなことで町民にも心配かけたこと

でございますので、町長はその時に振り返ってみて、判断は正しかったのかね、間違って

いたのか。このことについてまずお答えいただければと思ってます。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 町立病院の管理者の条例の関係でございます。

全部適用をさせた段階で、事業管理者は町長であるということでありましたけども、昨

年の９月の定例議会におきまして事業管理者を病院長が勤めるというふうなことで、条例

の改正をお願いしたところでございます。

この間、院長とはいろいろ協議を進めてまいりまして。院長の方は自ら世のため人のた

めに尽くすことが自分の使命であるとの思いで、現在まで頑張ってきましたと。業務もプ

ライマリーケアのこともありまして、業務も多くなってきておりますけども、命懸けで仕

事をして地域医療の発展に働きたいと強い決意を語られておりました。私は病院設置者と

致しましては、本当に長く松前町民の健康、命と健康を守っていただくために、愛される

病院の実現をするために○○院長には頑張っていただきたいとの願いもありまして、本当

にこれから１０年以上も松前町で活躍されることを切に願っておりまして、頑張ってほし

いというふうに思っていたところでございます。その思いがありまして、昨年の９月の条
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例改正をさせていただいたというふうなことであります。

判断については町長、どう思ってるんだというふうなご指摘でございますけども、これ

につきましては私の判断は全国的にみましても公的な公立病院につきましては、全部適用

が増えてきているというふうな状況もありますし、設置者と事業管理者との深い信頼関係

の中では、円滑な病院運営が出来るというふうな思いをしておりましたので、判断として

は間違っていなかったというふうな判断を、現在もしておるところであります。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) はい、わかりました。

この病院管理者の条例改正の一番の根拠になったということがございました。それは、

前事務局長が第３回の定例会、または１２月、今年の第１回定例会まで常にいっていた言

葉がございました。松前町立病院が黒字化になったと。黒字化を達成したと。これが最大

のキーポイント、キーポイントだったなと思いました。それで、本当に将来ともに黒字化

なのか、経営が出来るのかということでございます。

私としては先日国会等々で特別交付税が見直しがかかる、もう既にその事務が始まって

いるんだということを聞きました。昨年の９月の時にも質問したわけでございますけれど

も、大丈夫というふうなことで私は質問してございました。

それで松前町の病院の歳入を見ますと、もちろん入院であり外来でありが大きいですけ

ども、その赤字の補填として不採算病院に対して、それと病院を運営するということで普

通交付税、特別交付税が大きな柱だと思います。そして、今まであった赤字を約３億円程

特例債をお借りして、この赤字をチャラにしたといったら表現的には悪いですけども、赤

字を相殺したという経緯がございました。しかし、この赤字を相殺するにあたって特例債

でございますから、国からの交付税を待って、そしてあとの残りについては一般財源でお

金を支出していくわけでございます。これは７年間あります。それで、普通交付税１１億

いくら。特別交付税１２億。それが２１年度から、２１年度前は年間５、６千万だった特

別交付税が倍になったと。それで方向性が見えてきたと。

それで、将来ともに町長は大事なこの交付税。交付税というのは松前町の一般会計であ

り、全てにわたって交付税が不足している財源、うちらの町で５０何％、６０％ぐらいで

しょうか。その交付税はいろんな分野に使われるわけでございます。どうしても、病院の

方に大きいお金を今まで補助金という形で投入したわけでございますけども、少しでも軽

減して町民の違う部分。先程いった成長戦略で再生であり、そちらの方に使いたいという

のは町長の願いであり、本心ではないかなと思います。それで、町長に見通しを、将来と

もに黒字化という見通しはいかがでございましょうか。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 将来的な財政の見通しのご質問でございます。

議員の皆さんご承知のとおりに、松前町の財政におきましては全くの交付税依存型の脆

弱な財政状況であります。従って、大変厳しい財政運営を現在もしてきているところでご

ざいます。また、自治体病院におきましても交付税依存の傾向が強いために、病院運営に

対しましては皆さん大変な苦労をしているようでございます。松前病院もまさしくその状

況でございます。ただ今議員ご指摘のとおりでありまして、特別交付税においては不採算

地区病院の指定をされたことによりまして、ベッド１床あたりの単価が大幅にアップされ

たことから、年間、従来は年間５千万から６千万へのルール分で交付されていた特別交付

税でありますけども、現状は１億２千９百万某もの交付税が、特別交付税をいただいてい

る状況であります。
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しかし、今福原議員、国会の政府のお話していただきましたけども、政府が示しました

骨太の方針２０１３の内容をみますと、まさしく交付税の削減がターゲットにされている

ような状況も見え隠れしてきておりますので、今後の財政運営を考えた場合には、財源の

確保は難しく、厳しい財政運営が予想されるだろうというふうな思いはしてございます。

病院に対する町からの補助の関係でございます。現在は普通交付税、或いは特別交付税で

算定された、算入されたものを、これはルール分といいまして、そのルール分につきまし

ては毎年度病院の方に補助として支出して、病院の安定運営に期していただいているとい

うふうな状況でございます。

いずれに致しましても、今後の財政状況を検討するにあたっては厳しい状況がまだまだ

続くだろうなというふうな思いで、現在はおります。以上でございます。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) 今、町長が答弁していただいたことは、私とほぼ同じかなと。そう

しますと、今、右から入って左にやる交付税。これはルール通りでいいわけでございます

けれども、特に普通交付税の場合は、用途別に入るわけですけれども、プールしていろい

ろな財源に充当しておりますので、これが安定的に行われている間は私は心配ございませ

んけれども一つ歯車が狂うと、やはり町民のためにしなければならない仕事が滞っていく

わけでございます。このことは、充分に考えていただかなければならないなと思っており

ます。

それで、累積債務。今年の資料の貸借対照表を見ますと、大雑把、いろいろあるんでし

ょうけども、まあ１２億、１３億某でございますけれども、まあ現実的には黒字になって

おります。その資料としては流動資産が２億５千万、流動負債が５億７千万某ですから、

まあ、あの２億プラスかなと思いますけれども、今まで２億以上のお金を毎年１億以上の

お金を投入していたわけですけれども、これが先程いったように歯車が狂った場合には大

変だと。そのことも将来的には過疎で交付税の算定基準である人口密度が減少していく中

で、厳しい現実路線を取らざるを得ないなと思っておりますけれども、そのご感想を聞い

て次の段階に入っていきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 福原議員から、累積の債務もあるだろうというふうなご指摘もござ

いました。しかし、松前町全体を考えた場合の財政運営のこともご指摘ありましたけれど、

まさしくそのとおりだと思っております。

ただ、今現状病院の現状を考えますと、やはり一般会計からの持ち出しをなくして、病

院の運営は成り立たないというふうな状況だというふうに私は認識しておりますので、ま

あルールで交付された分につきましては、これから我々の一般会計の財政状況も充分勘案

しながらでありますけれども、病院側と協議しながら円滑な財政運営をしていきたいとい

うふうに思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) わかりました。充分にそこのところ留意して財政の運営をお願いし

たいと思います。

次に病院には道の保健所の監査、年に１回。また厚生局の監査が３年から５年に１回入

ると聞いておりました。それで、診療報酬に誤差が生じて累積赤字があるんでないかなと

いうことを聞きましたので、それが本当かどうか。累積赤字があるよというふうなこと。

それは届け出の、３月の届け出をしまして途中で届け出の変更をしますよと。厚生局の関

係で考えますと３年から５年にいっぺんでございますので、事務的な手続きで終わらした
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のかなという気もあるわけでございますけど、まず、そのような手続きミス等々で負債が

あるのか、ないのか。

○議長(斉藤勝君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１１時３３分)

(再開 午前１１時３３分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

病院事務局長。

○病院事務局長(三浦忠男君) おはようございます。

この４月から病院事務局長になりました○○と申します。初めて管理職として定例会本

会議に出席をさせていただいております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

今、福原議員のご質問でございます。厚生局の検査によって累積赤字があるのかという

ような質問でございます。議員おっしゃるように３年から５年のペースで厚生局の検査が

入るのは事実でございます。それで、様々な調査をして適正に病院運営がされているのか

というような形で調査をされ、それによって一部診療報酬を返還しなければならないとい

う状況もございます。

ただ、これに伴って累積赤字があるというようなことはございませんので、ご理解いた

だきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) あるということは、これは単年度でいくら。または複数年でいくら

という額なんでしょうか。もし、額が開示出来るのであれば答弁いただければなと。差し

障りがあるんであればと思いますけど。

○議長(斉藤勝君) 病院事務局長。

○病院事務局長(三浦忠男君) 厚生労働省の北海道厚生局による施設基準等の調査という

ものが３年から５年に１度ございます。平成２２年の１月２０日に調査が入ってございま

す。この段階で病院の患者数に応じた医師数、看護師数が足りないという指摘を受けてご

ざいます。それで、診療報酬の一部を返還しなければならないという事態になってござい

ます。返還しなければならない月につきましては、平成２０年の２月診療分から平成２１

年の１１月診療分まで、１年１０ヶ月分の診療報酬の一部を、基準を満たしていないとい

うことで返還しなさいという指導を受けてございます。金額につきましては、この１年１

０ヶ月分で８千９百万円程度の金額でございます。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) わかりました。そうしますと、これは既に返還していると。その事

務手続きはもう既に済んだというふうにとらえてよろしいでしょうか。

○議長(斉藤勝君) 病院事務局長。

○病院事務局長(三浦忠男君) この金額につきましては、平成２３年の３月からこの平成

２５年４月までの間に２年２ヶ月の期間を分割という形で、厚生局と話し合いをしまして

全て返還済でございます。以上でございます。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) わかりました。

やはり、あの大事なお金でございますので、歳入歳出、やはりここは透明化されて事務

手続きの不備でこのようなことがなるということは、やはり充分に気をつけていただいて、
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やはり、前事務局長等々の私は責任が重いんでないかなというふうにとらえていたわけで

ございます。やはり今後充分気をつけていただきたいと思います。

次でございます。

町立病院改築の青写真が既に出来て、一部関係者に開示したと私は聞いているんですけ

れども、これが本当かどうかということを町長、答弁願います。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 今、病院改築の設計図が出来ているのではないかと。もう開示した

のかというふうなことでございます。

私、○○前町長からですね、病院改築に向けた院内構想の取りまとめはしてますよとい

うふうなお話を聞いてございまして、現実的にいいますと図面につきましてはいただいて

おりますが、これは運協、病院運協の中で示された図面だというふうに理解しております。

以上でございます。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) そうしますと、今の町長の答弁でいきますと、前回同僚議員に答弁

したのは、具体的にはほとんど物事は進んでないようなニュアンスで私はとりました。そ

して、その時の答弁に町民と充分に協議して、そして方向を出したいと。財政の方では今

の町立病院の改修があって、当分は無理だよというふうなことも聞いておりましたので、

やはりちょっと勇み足でないかなというふうな感じをしたものですから、質問したわけで

ございます。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 私、平成２５年度の町政執行方針や病院運営協議会の中でもいろい

ろお話させていただいておりますけども、まず私がいいたいのはですね、院内構想を作っ

ておりますので、その院内構想などを参考にしながら、今後役場内にプロジェクトチーム

を設けまして、将来に向けた病院の在り方、理想とする病院はどういう病院なのか。いろ

んな角度から検討をお願いして、お願いしまして、また町民の皆さんのニーズなどを充分

に検証して病院の改築に臨みたいというふうに思っているところでございます。いずれに

致しましても、院長と協議しながら改築に向けた取り組みをしてまいりたいというふうに

思っております。

それと、松前町の総合計画でございます。これは後期５ヶ年、平成２５年度から２９年

度までの後期５ヶ年の状況でありますので、５ヶ年の計画がありますので、この計画の中

には病院の改築に向けての取り組みを位置付けをさせていただいております。いずれに致

しましても、病院は付帯設備など維持補修年々増加している状況でもありますので、財政

状況を踏まえながら充分今後検討してまいりたいというふうに思ってます。

それで、図面につきましては決して勇み足だという指摘はあたらないというふうに思っ

ております。院内構想の部分でありますので、それは院内で考えた構想につきましては充

分参考にしながら、プロジェクトチームで将来の病院の在り方などを含めた議論を重ね、

状況によりましては議会の皆さんのご意見も聞くような状況もあろうかというふうに思っ

ておりますので、ご理解いただきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) やはり膨大な財政を伴いますので、病院管理者と充分に構想を練っ

ていただいて。現実的には過疎、過疎による集落が崩壊していく部分もございますので、

そのようなことも踏まえて１００床病院がこれからも維持出来るのかも踏まえながら、構

想を練っていただければなと、こういうふうに思います。
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次です。今までのこの３つについては、やはり今までの経過経緯を少しでも、ちょっと

ひもといて開示して、皆さんに知っていただきたいという気持ちでこの３つを構成してみ

ました。

次でございます。町立病院の実態が「経済ジャーナル」、またはネット財界、ネットで

「財界さっぽろ」に取り上げられた内容を、町長はどのように受け取って感じたかという

ことを、感想をまずお聞かせ下さい。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 福原議員から、平成２５年の５月２９日発行の経済ジャーナルに掲

載された記事についてのお尋ねがございました。

私は、何故この時期にこのような記事になるのか、全く理解する術もなく、本当に全く

誠に残念に思っております。この記事によりまして議員の皆さんや町民の皆さんに大変な

ご心配を、或いは不安を与えてしまったということに対しましては大変申し訳なく思って

おるところでございます。

あの記事につきましては、本当にびっくりしているところであります。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) 私も聞かされて、また資料をみてびっくりしたわけですけども、や

はりこのことを振り返ってみますと、こういう気持ちかなと。私はリークっていう言葉を

使っていいのかどうか、不適切か適切かっていう判断は別にしてても、しなければならな

かった心理。やはり、病院職員の動揺、行政担当者間の不信を増幅し、信頼を損ねた。そ

して、このことに対して取材に対して応じたというふうに判断するわけです。

やはり病院管理者の○○院長の姿勢について、怒りを感じてのことと思います。このこ

とは一方だけ、自分では責めるわけではございません。全く。今までのしていただいた貢

献度、これはどのようにしてでも恩を仇で返すようなことは出来ません。しかし、スタッ

フがいて、そして病院のお医者さんがいて、病院管理者がいてはじめてあれだけ大きい病

院が、一地方都市の病院が運営されるわけでございます。その気持ちがこういうことに、

リークの手段に訴えたんではないかなと思います。

それで、このことはずいぶん世界もリークで、されたことで震撼させていることもござ

いますけども、このようなことが発生しないように、今後しなければならないと思うんで

す。町長としては、今後の対応、対策。どのように考えておられるのか、答弁願います。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) まず、町民の健康を守る大事な病院であること。また、医師の確保

の難しさなどいろいろ考え、悩みながらこの間、今回の対応をしてまいりました。大変ご

心配をされておりました議会の皆さんや、町内会長さんにはある程度の経過を説明してま

いりましたし、或いは町民の医療を守るためには、医者を確保するためにはどうすればい

いのか、私共の管理職の職員の皆さんのご意見も聞きながら、その対応をさせていただい

てまいりました。この間、時間もだいぶ経過しておりまして、結果としてこのような記事

が出されたということにつきましては、私は病院の設置者、責任者と致しましては甚だ遺

憾に思うところでございますし、反省しているところでございます。

私も病院の設置者、町長と致しまして、まさしくそう思っておりますし、病院事業管理

者であります○○院長におかれましても、まさしくそういう思いだろうというふうに思い

ます。今後はこのようなことがないように、私共は強い信頼関係の中で、設置者と事業管

理者の強い信頼関係の中で病院運営をしてまいりたいというふうに考えておりますので、

ご理解いただきたいというふうに思います。
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○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) やはり、昨年の９月に遡るわけでございますけども、ずっとそのこ

とに対する不安と疑義をもっていたわけでございますけれども、やはりここで確認したい

のは、なぜ充分な協議を管理者と病院を、病院の管理をお任せした○○管理者と充分な話

し合いがなされなかったのか。これをまず町長にもう一度問いたいわけでございます。

このことが先程からもお話しておりますけど、大きい亀裂となって今日を迎えたわけで

ございます。今後充分に協議するということでございましょうか。伺います。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 厳しいご指摘だったというふうに思います。この間、いろいろ再三

協議を重ねてまいりましたけども、役場内組織、町の組織の中で私と事業管理者の間で規

則などの解釈の違いがあったことが大きな要因だったというふうに思います。

いずれに致しましても、これは組織内の問題でありますので、早い時期に統一した見解

で臨むべきだったというふうなことを踏まえますと、その責任は大きく感じているところ

でございます。

今後、本当にこのようなことがないように、町民に不安を与えるような病院運営は決し

てしたくないというふうに思ってますので、何卒ご理解いただきたいというふうに思って

おります。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) このことは、病院管理者である○○院長にも充分に理解していただ

いて、反省し、反省していただかなければなりません、私は。そこのところは考えていた

だきたいと思います。

次に、今回、なぜここまで固執しなければならなかったのか。２名の職員の関係でござ

います。やはり、何らかの必要性があって病院管理者はそのことでこだわったものと思い

ます。

松前町の臨時職員の給与・報酬、ひもといてみますと、委託されている支所長、松前城

資料館の館長は条例による報酬が１５万。それと非常勤監査委員、６万２千円。非常勤職

員、厚生年金や社会保険もかかっていると思いますけども、日給月給でございますから１

２万円から１３万円。次に病院の准看護師さん、上限２５万ですけど准看護師さんは２３

万、正看護師さんは２５万。それと町民の生活実態。国保の基準、年間所得２００万円。

松前町の漁業従事者、今の６５歳以上での方々、７０歳、そのような方の年金、国民年金

はあの時代は早くからもらってて、約年間４０万円程だと思いました。それと漁業従事者

の所得は４０万とも５０万とも１００万ともいってます。年間でございます。

そのような現状の中で、なぜ、この２名のための給与、報酬でございますけども高い報

酬にしなければならなかったのか。充分町長も協議していると思います。それと、なぜ人

事権、権限を与えようとしたのか。

地方、その前に地方公営企業法の第７条２項に、２項の３項にこんなこと書いてました。

退職者の処遇でございますけども、もし、病院管理者を退職者に任命した場合、これ仮定

ですけども、地方自治法によってこれは制限されています。職権であり、それと報酬であ

り。松前町ではこの報酬について、町民の生活実態と現状に合わせて退職者職員について

は１５万という報酬を設定しているわけでございます。私は、そのことから考えますと、

なぜこのようなことが確認書を交わすまで、こういう実態が行われたのか。協議なさって

いろいろ考えて判断なさった町長のご意見を伺いたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 町長。
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○町長(石山英雄君) 先程も答弁させていただきました。本当に町民の健康を守る大切な

大事な病院である、ありますこと、また本当に医師の確保、私の先輩町長も大変苦労した

経緯も憶えておりますので、いろいろ考え悩みながら今回の対応をさせていただいたとこ

ろでございます。

病院事業管理者とは細部に渡り、いろいろ協議を重ねてきましたけども、結果として時

間がかかったというふうな内容で、状況でございます。何卒ご理解いただきたいというふ

うに思います。いずれに致しましても、病院、今後の病院の運営にあたりましては、町民

の皆さんに不安を与えることのないような病院運営をさせていただきたいというふうに思

っておりますので、何卒ご理解いただきたいというふうに思います。

○議長(斉藤勝君) 昼食のため休憩します。

再開は１３時とします。

(休憩 午前１１時５７分)

(再開 午後 １時００分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

１番。

○１番(福原英夫君) 先程、２名の処遇について、松前町の臨時職員その他報酬の受けて

る支所長等々の現状を聞いたわけですけども、今回の問題になった点の大きいのは報酬で

ございました。それは、当初第１回の定例の時に議決された内容が１５万、それと２５万

の議決でなかったかなと。あっ、ごめんなさい、２０万。２０万でございました。それが

４０万、俗にいう病院管理者の副管理者という名前でございましたけども。その次に看護

師の総看護師長さんが４５万という。そんなことで、やはりあまりにもかけ離れていた額

だったものですから。

また、もう一つは病院の副管理者について、デスクと権限が事務局長と同列、それ以上

だったということで、やはり事務を所管する、また松前町のトップである町長、また議会

側としてもやはり先程申し上げた松前町の報酬、または町民の所得の現状からいって、や

はりこれは受け入れられないだろうというふうな判断に立ったわけでございます。その中

で、町長はいろいろと病院管理者と協議をなさったわけでございますけども、デスクの関

係、そういう報酬を設定したという時に、町長としてはどのような考え方で対応したのか、

そこを答弁願いたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 暫時休憩します。

(休憩 午後 １時０２分)

(再開 午後 １時０２分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

町長。

○町長(石山英雄君) 福原議員から報酬の金額についてのご質問がございました。私も町

政執行上、やっぱりこう町政全体に渡りまして経済の状況、或いは雇用の状況を判断しな

がら、一定の方向性を決めるというのが私の責任であるというふうに思っております。

まさしく今、ご指摘された内容、私と同じような考えでありました。私もやっぱりこう

現状、今置かれている役場の職員の、臨時職員の待遇などを考慮した場合には、１５万か



- 23 -

ら２０万が妥当なラインだなというふうな判断をして、そういうことで管理者といろいろ

協議を重ねてきたところであります。本当に松前の経済の状況、或いはいろんな環境を考

えた時に、法外な報酬の支払いというのは町民の皆さんに理解していただけないという判

断もあったことから、そのような金額の設定をさせていただきまして、事業管理者と交渉

・協議を重ねてきたところでございます。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) わかりました。

それと、デスクと配置と権限の問題でございますけども、この２つについてはどのよう

な協議をなさったでしょうか。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 権限の関係を申しますと、やっぱり退職した職員でありますので、

権限的には私はあまり付与するべきでないというふうな判断しております。ただ、管理者

と致しましては、その職員の実績等を勘案しましていろいろこう優秀な部分もあるという

ふうなことで、その人の意見も聞かなきゃ駄目だというふうな、そのための位置付けだと

いうふうに思っております。

基本的にはそういう考え方で、私はあくまでも臨時、或いは嘱託職員でありますので、

権限の付与につきましては、させるべきではないというふうな思いで交渉をしてきたつも

りであります。

それと前段いいました、机の配列の関係であります。本当に私も心を痛くしておりまし

て。結局職場には新しい事務局長もいる。前の事務局長もいるというふうな状況でありま

すので、新しい事務局長が仕事のしたい、しやすい環境を作ってやりたいというのが私共

の願いであります。ただ、そういうふうな部分では、事業管理者と私の見解が相違あると

いうふうなことでありますので。いずれに致しましても、設置者の町長、或いは事業管理

者におきましては、職員が仕事をしやすい環境を作るのが私共の仕事でありますし、責任

であると思っておりますので、今後この件につきましても十二分に協議をさせていただき

たいというふうに思っております。以上でございます。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) 今、町長が大事なことをおっしゃって、答弁しました。設置者と事

業管理者の関係で、充分な協議が成されていなかったと。その時点で。今までですね。ま

あ今回の６月前の。ですから、そこのところが大きい問題だったんでないかなと。

それで、今後そこのところの穴埋めをどのようにしようとして考えているのか。どのよ

うな考え方で対応しようとしているのか。答弁願います。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 先程来の質問にもお答えしております。やっぱり病院設置者である

町長と、病院の事業管理者っていうのは太い、強い信頼関係があってこそ任命されるべき

だというふうに思っております。その辺を踏まえまして、今回の一連の関係につきまして

は、私共も反省する部分は反省してまいりたいと思いますし、今後はこのようなことがな

いように、常に協議を重ねながら町民の皆さんが安心して受診出来るような病院の経営に

努力させていただきたいというふうに思っておりますので、ご理解お願い致します。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) 充分、私も理解出来ることでございますけれども、病院管理者とは

その点充分に、真摯に胸襟を開いて協議して下さい。そして、お互いが譲るべきところ、

そして主張するべきところ、そこの勘案を考えていただきたいなと思います。
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次に、私自身もここのところは聞くかどうか悩んでおりましたけども、病院管理者が、

病院管理者から言葉の、まあ使い方、流れでどうしても感情的になったのかなというふう

に私は推察するわけでございますけども、病院のお医者さんを引き上げるよというふうな

ことが、言葉として使われたよということを漏れ聞いております。やはり、これは私自身

は許されない言葉でございます。禁句です。心の中で思っても、その言葉を使ってはいけ

ないと。そのようなことはあったのでしょうか、なかったのでしょうか。答弁願います。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) ジャーナル記載のことだというふうに思っています。種々こういろ

いろ病院事業管理者と協議を重ねてまいりましたけども、協議の中で医師を引き上げると

いうふうな言葉は一切発しておりませんので、ご理解いただきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) わかりました。安心しました。

やはり感情のちょっとしたすれ違い、言葉の使い方できっともってあったように聞いて

おりましたけども、ないということで承っておきます。

それと病院管理者には、私の身近にも○○院長がよくご存知の方がおります。私はここ

の処遇の問題でふと思ったのは、病院長がなぜここまでそういうふうにしなければならな

かったのか。もし、私の身近の人間がこういうこだわりをもって病院管理者を引き受けて

いこうとするのであれば、私の目の前に私の身近な人間がいた場合には、厳しく叱責する

だろうと思います。なぜかというと、私は○○院長がここまで松前町の医療、日本のプラ

イマリーケア連合会に果たしている役割が大きいものですから、それを修正するために私

の知り合いが、身近な知り合いでそのような行為をした場合は、やはり厳しく諭すわけで

ございますけども。

やはり、町長としてもここのところは、やはり間違いは間違い、正しいことは正しいと

毅然とした態度で臨んでいただきたかったわけでございます。そうでなければ、町運営と

いうのは、やはり企業とは違います。企業のトップは社員のために心血を注いで社員の生

活を守ります。松前町の町長というのは、町民全ての生命、財産を守るわけでございます。

そのことを充分に熟慮していただければなと思います。今のお気持ちをお聞かせ下さい。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 何度も答弁させていただいております。本当に町民の皆さんの健康

を守る大事な病院のことであります。医師の確保の難しさ。本当に先輩町長、大変苦労さ

れたことも伺っておりますので、その分含めまして大分、本当に今回は悩ませて、考えて

悩まさせていただきました。しかし、このような結果になってしまったことにつきまして

は、本当に申し訳なく思っているところでございます。

町長としてどうなのかというふうなご質問でございます。私は、本当に病院を守ること

も大事でありますし、町民の医療を守ることも本当に大事なことだと思いますし、大変な

ことだというふうに思っております。しかし、私には松前町全体を守る責任がありますの

で、これが私の使命だと、こういうふうに思っております。今後とも努力して、町政運営

させていただきたいというふうに思います。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) まずは頑張っていただくと。松前町の再生のために、大事な大事な

医療分野でございます。町民の生命を守る使命というのは、私達以上に○○院長は感じて

いるものと思われます。充分な協議をしていただきたいと思います。

ちょっと、私の質問で漏らした点が１、２点あります。ちょっと前に戻ります。
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それで、それは先程診療報酬の関係で、この関係でやはり議会の方にこのようなことが

発生したのでという届け出は必要なかったのかなという気持ちと。私も税務にいた時の経

験からすると、それはいろんな意味で相殺という形で国保の税金ですけれども、そんなこ

とで返還は事実上調整なったかなと思ったんですけど、もう古くなって忘れましたんで、

このことを議会に報告しなければならないのか。と、もう一つ。返還の仕方、方法。ここ

をもう少し詳しく伝えてほしいと。

それともう１点、病院の改築。青写真があったということで、これはいいんでないかな

と思います。それで、これのかかる経費、当初予算で計上してたのか、補正で、また流用

で対応したのか節内、俗に一般会計であれば節内流用ですね。そこのところを２点をちょ

っと答弁願えればと思います。

○議長(斉藤勝君) 病院事務局長。

○病院事務局長(三浦忠男君) ただ今の診療報酬の返還でございます。まず、第１点、議

会への報告は必要なかったのかということでございます。先程申し上げましたとおり金額

が８千９百万という形で、高額でございます。正式には議会への報告というものは現在必

要ないものと考えておりますけども、皆さんにご理解いただける場面をですね、今後考え

なければならないのかなというふうにも思ってございます。

返還の方法でございます。これにつきましては、平成２３年３月から平成２５年４月ま

でに病院に毎月支払われるべき診療報酬、これからこの８千９百万が控除されると。相殺

されるという形で病院の毎月の診療報酬が、この分少なくなって入ってくるという形で、

これはシステムの中でこういう方法で返還しなさいという形にも、厚生局の方からいわれ

ておりますので、そういう形の中で処理してございます。

それと病院の改築の関係でございます。これにつきましては、青写真が出来ているのか

という関係で、３回に渡って病院の基本計画案、図面等を作成してございます。平成２２

年度に１回、２３年度に１回、更に平成２４年度に１回、３回図面を作成してございます。

この予算の関係でございます。２２年から２４年まで３ヶ年、当初予算、補正予算をもっ

て予算措置はしてございません。それぞれ既存の予算の中で対応し、平面図を作成したと

いうふうに承知してございます。以上でございます。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) ８千４百万の方はわかりました。

それで、この図面の青写真の方ですけども、３回には総額どれぐらいかかったのかって

いうことなんです。経費の区分はわかりますか。わかれば答弁願います。

○議長(斉藤勝君) 病院事務局長。

○病院事務局長(三浦忠男君) ３回に渡って総額、基本設計案作成手数料ということで、

３１６万８千９００円支出しております。以上でございます。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) よくわかりました。

支出の、問題のない支出をしていたということでとらえてよろしいかなと思いますので、

もし、これからもそのようなことがあるのであれば、町長と充分に協議をして進めなけれ

ば誤解を招く恐れがありますので、よろしくご配慮願います。

次に、町長は○○管理者がプライマリーケア連合会副会長及び北海道支部事務局長、北

海道支部、支部長でしょうか。それと町立病院に事務局を置いたわけでございますけども、

これは前町長からこのようなことで頼むよという引き継ぎ、または引き継ぎがなければ町

長が昨年４月に当選した折に、こんなことで今、日本の地域医療と在宅医療について今頑
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張ってるんで、支援協力お願いしますという言葉はいただいておりますか。聞かして下さ

い。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) プライマリーケアの関係で、前町長から何かこう引き継ぎみたいな

ものを受けたのかというふうなことであります。私、前町長からはプライマリーケアの関

係でのお話はありませんでした。

私が町長に就任したのは４月の１１日でありますので、その後に院長が北海道の支部長

になったというふうなことでありまして、この状況で私は、本当に松前病院の院長が北海

道の医療のために、ひいては全国の医療のために情報発信出来るというふうな情報をお聞

きしまして、これはもう諸手を挙げて支援をしていくべきだというふうに私自身は思って

いたところであります。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) なぜ、私が聞いたかというと、やはり協議、それと依頼等々がない

場合、私達もそうなんですけど、私も社会教育というポジションで公務員をさせていただ

きましたけども、自分達がその社会教育主事会等で活躍するためには、松前町の、松前町

教育委員会の承認を得て、そして主張し、自分達の資質を高めたわけでございます。それ

と渡島管内の教育長さん方がそれを認知して、補助をいただいて活用したわけでございま

す。やはり、すっきりした形というのはそういうことが町長と病院管理者と行われなけれ

ば、やはりこういうようなちょっとした行き違いから、だんだんと傷が深くなっていくの

かなというふうに思ったものですから。町長、もう一度ご答弁願います。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) お尋ねは、多分プライマリーケアにかかる経費のことだというふう

に思っています。

私、先程も申しました。本当に松前の医療、或いは北海道の医療が松前町から発信出来

るという部分につきましては、素晴らしいことだというふうに思ってますし、一定の多少

の経費の支払いについては認めてもいいなと思ってます。しかし、これにつきましては一

定の決まりを、けじめをつけるというラインも必要でありますので、これからプライマリ

ーケアのかかる費用。これは当然連合会でありますので、会費で運営されている組織だと

いうふうに思ってますので、いずれにしてもけじめのついた予算の執行をするように心掛

けてまいりたいというふうに思います。以上です。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) 私もそこのところが一番大事だと思っておりますので、町長にはや

はり充分考慮と配慮が必要かなと思ってました。

なぜかというと、やはり先程来厳しく病院経営についてお話、質問致しましたけども、

自分はやはり松前町の町立病院に○○院長がいたからこそ、いろいろな意味でこれだけ安

定した病院経営をしていたのだなというふうに理解しているわけです。それで、この先程

来の事務の関係、これについても、やはりしっかりもう一度見直していただきたいという

こと。そのことがなければ次へ進まないなと。

それと病院長の先程もいみじくお話しましたけれども、４９歳の年齢でこれから日本の

医療の底上げのために活躍していただかなければならない○○院長でございます。そんな

意味でリークされたことについては、私は○○院長も松前町も大きく傷付いたものと思っ

てます。早くそのことを修復するため。それと出発は、この問題の出発は昨年の９月でし

ょうけれども、その前からやはりいろいろと準備はなさっていたんでないかなと。病院の
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前事務局長がです。ですから、そのようなことも必ずきちんと報告をして、協議をして、

それで承認を得て進める。このことが大事だなと。そうすると、やはり松前町のこの医療

現場から全国の副会長、連合会の副会長になられた病院長は欠かすことが出来ないわけで

ございます。そんな意味で、今後、このすれ違いをどのように修正していくのかと。プラ

イマリーケアを今後とも支援するという強いお考えがあるのか。

それと、その前に砂川市立病院との姉妹提携を病院長は行いましたけれども、そんな中

で、やはりそこも意志の疎通が図っていなかったなというふうな思う現象がございました

ので、町長にはもう一度○○病院長を、そのような形で支援するんだと、松前町の医療、

日本の医療のために出来る範囲内で、ルールの中でやるという、もう一度力強いお言葉を

いただきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) いろいろプライマリーケアのこともご質問いただきまして、再三お

答えしてます。

本当に松前町から、そういう情報が全国に発信されるという状況は素晴らしいことだと

思ってますので、節度のある決まりを決めながら、私は支援出来るものは支援してまいり

たいというふうに思っております。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) そのことは、充分に考慮して、そして支えてあげて、そして松前町

の医療の充実に邁進していただきたい。

いつも気にしていた部分、最後でございますけども、病院の今後の経営の方向なんです。

過疎化、高齢化、生産性が上がらないなど、こういろいろ松前町の今後の将来の展望した

医療の環境が、ものすごく難しい段階に入ってきたなと。それで、町長は今後の経営の方

向について何かお考えがあれば、ご答弁願いたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 町政執行方針でも述べさせていただきました。少子高齢化によりま

して過疎化が著しく進んできている現状の松前町民の、健康に対する安心安全の確保。責

任をしっかり果たして、院長をはじめスタッフと共に松前町立病院の理念であります、地

域医療の拠点病院として、より信頼され愛される病院を目指して努力をしていきたいとい

うふうに思っておりますし、皆さんが安心して仕事出来るような環境づくりを、設置者で

あります私と事業管理者であります院長との間で、仕事をしやすい環境を作っていきたい

というふうに思っておりますので、何卒ご理解いただきたいというふうに思います。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) 町長、そのことは早速進めていただきたいものだなと思っておりま

す。

それで、松前町の町立病院は、他町村が羨むぐらいの医師を確保致しております。これ

も○○院長の努力かなと思いますけれども、しかし、国保受給者の２割より受診していな

いわけですよ。私は病院だけの問題だと思っておりません、これは。突き詰めていくとや

はり松前町の町民の気質であり、それと他の病院に行くことによっての諸々のことがある、

発生するものですから行っているのかなと。松前町の町立病院を受けないのかなと。

それで、私はこの受診者の受診率を上げるということは、松前町の財政にとって大きい

プラス要因が生まれると考えているわけでございます。国保会計にしろ介護会計にしろい

ろいろございますから。やはり町内の消費であると何であろうとあるわけでございますか

ら。やはり、そこのところをプラス要因にするために、やはり松前町ぐるみで、ぐるみで
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病院の受診率を高めることを考えてみなければならないと思っておりますので、町長はど

のようにお考えか、お聞かせ下さい。

○議長(斉藤勝君)

○町長(石山英雄君) 福原議員、ご心配のとおりだというふうに思っております。町と致

しましては町立病院も抱え、そして国保会計、介護会計も抱えているというふうな状況で

あります。本当にこう町立病院に安心して受診出来るような環境を作るのが、政治の責任

だと思っておりますので、ご指摘は真摯に受け止めたいと思いますし、それに向けた努力

はさせていただきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) まず、これで質問終わりますけども、まずはやはり今回発生した原

因証明、発生した原因証明、問題の起こった原因、その要因。そして、今日まで経過した

経過経緯を反省を踏まえて、やはり松前町の医療をどう維持するのかと。そしてそのため

には充分な意志の疎通を図る場面、協議、これを充分に深めていただきたいと思います。

それと○○院長にはお願いでございます。松前町の医療のためにはなくてはならない人

でございますので、やはり充分に今後の行動を勘案して、考えて、そして松前町の医療を

真摯に考えていただいて邁進していただければなと。そして、それが○○院長が副会長を

しております７千名の会員のトップ２として、全国にそのシグナルが発信されるものと思

います。私の身近な人間も、臨床医として日本、世界に羽ばたいておりますので、やはり

２人で医療を支えていただければなと思っておりますので、町長、覚悟を、お覚悟を力強

いメッセージを聞かしていただけたらなと思います。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) いっぱいご質問いただきました。私も、本当にこの一連の状況につ

きましては、本当に役場組織内の意志の疎通が取れなかったというふうなことにつきまし

ては、町長として深く反省しておるところでございます。今後、このようなことが決して

ないようにですね、連携を深めながら町民の皆さんが安心してかかれる、安定した病院の

構築を目指しまして頑張ってまいりたいと思いますので、ご理解いただきたいというふう

に思います。どうもありがとうございました。

○議長(斉藤勝君) 次、９番、西川敏郎君。

○９番(西川敏郎君) 町長に対して質問は、本当に福原議員さんの方から粗方出たところ

でございますが、少し私の方からも若干質問させてもらいます。

本当に、願いはたった一つでございます。本当に設置者である町長と事業管理者である

院長が、少しでも早く信頼関係を取り戻す。この本当にギクシャクとしたこの今までのこ

と、先程１０番議員の方からも水道事業で質問ありましたけれど、水に流していただける

ものがあれば水に流していただいて、本当に松前町のこのせっかく安定してきたこの病院

事業、本当に病院事業管理者の７年７ヶ月の間に、様々、皆さんご承知のとおり様々な医

療改革といいますか、人工透析から送迎バス。様々な本当に我々も心強く思って今まで来

たところでございます。

しかし、まあ、最近公刊いろんなところでいわれておりますこと、本当に残念至極でご

ざいます。そういった中で、何とかこの救急体制をとっておる、しかも医師の充足が本当

に１番議員からもありましたようにですね、他町村が羨むような素晴らしい病院の姿だと

思います。こういった体制、医療体制、本当に１年でも２年でも長く続くように、私は一

町民として願っておるところでございます。

１番議員とのやり取りで、町長も大変真摯に受け止めて、本当に町長も苦しいところは
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苦しいんだなというふうに、本当に率直に感じました。多分町長は、町長となってまだ１

年ちょっとで日も浅いんですから、町長なりの病院の将来像っていいますか、理想的な病

院像っていうのも徐々に出てくるのかなと思っておるところでございます。本当に今年度

の所信表明にもございました。本当に町長、少子化、過疎化の中でこの病院をどういうふ

うに、町民の健康、安心安全のための病院づくりに邁進していくというふうな決意も述べ

られたところでございます。そういった意味では、本当にこのこういった報道、誹謗中傷

するような報道もなされたことは、本当に大変悲しいことでございます。真実は真実とし

てありますけれど、しかしながら、やはりそういった必要性もあってのこともあったもの

というふうに私は思っておるところでございます。

病院の運営等につきましては、全体のバランスっていうものを大事にしなければ、なか

なか大変なことだとは思いますが、しかし、何よりも信頼関係が大事なことではなかろう

かなというふうに思っております。そういった意味では、本当にこの医療体制をどうやっ

て守っていくか。本当に１番議員の質問を通して、町長も真摯に受け止めて、協議を重ね

ながらいくという決意も述べられたところでございます。私も本当に何とか頑張って、こ

の理想的な医療体制を守ってほしいなというふうに思っておるところでございます。

大変、これからも、これからっていいますか、もうつい最近のあれでございますけれど

も、やはり老朽化した施設もそうですが、器具類も大変老朽化しているものもあると聞い

ておりますが、そういった緊急の課題もたくさんあるのかなというふうに思っております

が、町長として、病院ばかりが、先程から答弁もございましたが病院ばかりがということ

ではなく、全般的なことの重責がございますけれども、しかしながら、今回のようにこう

いった問題、これは過去のことは、過去の失敗は失敗として、将来に向けたやっぱりこれ

からどうしていくかっていうことが一番大事なものかなあというふうに思っております。

今、スクープの話もございましたが、ここで誰が悪い彼が悪いという犯人捜しは止めて

おいて、本当に前向きな病院運営の在り方っていうものを探ってほしいなと、率直に思っ

ておるところでございます。

私がこれこれという質問というのは、やはり１番議員から出た町長の答弁で、病院に対

する考え方もおおよそ理解出来たと私は思っております。ただ、今一度、町長が本当に将

来的においた理想的な病院の姿を思い描いているのかなあというふうに思っておりますの

で、ちょっとその一端だけでも、ちょっとこうもう一度述べていただきたいなというふう

に思います。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 西川議員の一般質問の通告書にもありますとおり、本当に病院経営

は職員が全体として調和しながら、相互の協力関係が重要であるとあります。また人と人

の繋がりも重要であるとしております。私はまさしくそのとおりだと思っておりまして、

そのような体制が構築され、病院事業管理者を先頭に医療スタッフ、事務局職員の並々な

らない努力があってこそ、町民に愛される現在の町立松前病院があるものと思っておりま

す。○○病院長はじめ○○○副院長、全スタッフの皆さんのご協力に、本当に感謝をして

いるところであります。

現在も医師１０人体制で町民の医療を、或いは福島、上ノ国町の町民の医療も支えてい

ただいておりまして、過疎地の松前町にあって医師の確保は大変なことであります。なぜ

松前病院にこんなに多くの先生方が、また若い先生方が多く来ていただけるのかは、まさ

しく病院長が平成１７年１１月に着任されてからの様々な取り組みのおかげだというふう

に思っております。また病院改革。職員、まず職員の改革だというふうなことで、職員の
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意識も大きく変わったというふうに聞いております。また、この間人工透析の開設、或い

は患者無料送迎バスの拡充等々、病院の安定経営の大きな影響があったものであります。

院長は現在、皆さんご承知のとおりプライマリーケア連合学会の北海道支部長、更に同

連合会の理事をされておりまして、全道全国に地域医療の情報を松前町から発信しており

ます。私は、病院の円滑運営、安定経営のために院長を中心にスタッフ一丸となって、松

前町民の医療を守っていただければというふうに思っております。また、そのための環境

整備は私の責任だと思っておりますので、支援をさせていただきたいと思います。

この間、いろいろ４月１日以降いろいろこう経済ジャーナルで記事になった部分もあり

ますけれども、やはり、町の組織の中でのことでありまして、町民の医療がどうだとか、

医療機器がどうだとか、そういうふうな段階の話でございません。本当に恥ずかしい話な

んでありますが、町の組織の内部での臨時職員、或いは嘱託職員の採用の関係がこんな大

きな問題になってしまったことに対しましては、本当に町長と致しまして、病院設置者と

致しまして、本当に反省しているところでございます。町民の皆さん、議会の皆さんに心

からお詫びを申し上げたいと思います。

いずれに致しましても、町民に愛される、安心してかかれる町立病院を目指して、病院

事業管理者と共に頑張ってまいりたいというふうに思ってますので、ご理解よろしくお願

いします。

○議長(斉藤勝君) ９番。

○９番(西川敏郎君) 本当に、町長の力強い答弁ありがとうございます。

今、医療制度もいろいろ変わってはきておりますし、また日進月歩の医療技術の発達に

よって、このプライマリーケア連合学会の今後の取り組みは、本当に大事なものになって

いくと思います。先程１番議員からの質問の答弁に町長、このプライマリーケア、出来る

限りの応援をしたいと力強い答弁をいただいたところでございますが、院長が、事業管理

者がこの松前病院、松前町立病院にきてから７年７ヶ月と聞いておりますが、この間の出

来れば事業管理者の思いっていいますか、そういうのも聞きたいと思いますが、許してい

ただけないものかどうか。

○議長(斉藤勝君) 暫時休憩します。

(休憩 午後 １時４８分)

(再開 午後 １時４８分)

○議長(斉藤勝君) 今は、あの病院事業管理者の思いを聞きたいって意味なんですか。

○９番(西川敏郎君) はい。

○議長(斉藤勝君) 通告ありませんので、その必要はありません。

他にありませんか。ありませんね。

以上で通告のあった一般質問を終わります。

議事日程協議のため、暫時休憩します。

(休憩 午後 １時４８分)

(再開 午後 ２時１１分)

○議長(斉藤勝君) 再開致します。
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◎議事日程の追加の議決

○議長(斉藤勝君) この際議事日程第１号の追加のとおり日程に追加し、直ちにこれを議

題とすることにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よってそのように決定しました。

◎議案第３５号 平成２５年度松前町一般会計補正予算（第３回）

○議長(斉藤勝君) 日程第１０ 議案第３５号 平成２５年度松前町一般会計補正予算

（第３回）を一括議題と致します。

提出者の説明を求めます。政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) ただ今議題となりました議案第３５号平成２５年度松前町一

般会計補正予算（第３回）について、その内容をご説明申し上げます。

平成２５年度松前町の一般会計補正予算（第３回）は次に定めるところによろうとする

ものです。

第１条、歳入歳出予算の補正です。既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５

億３千６２万３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５０億８千２５４

万８千円に致そうとするものです。２項と致しまして歳入歳出予算の補正の款項の区分及

び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補

正」によろうとするものです。

第２条、地方債の補正です。既定の地方債の補正は「第２表地方債補正」によろうとす

るものです。

歳出の事項別明細よりご説明を申し上げます。１４ページをお開き願います。

３．歳出です。２款１項１目一般管理費で２４万６千円の減額計上です。１２節行政情

報システム通信運搬費１３３万６千円の減額計上です。これは本庁舎から支所間の専用回

線でありますメガデータネッツから光回線に変更となることから、通信回線料が安くなる

ため、７月から３月まで９ヶ月分を見込み減額を計上致そうとするものでございます。ま

た行政情報システム手数料として９３万７千円の追加計上です。これは光回線に伴う本庁

舎から教育委員会、また本庁舎から支所間の行政ネットワークルーター等の通信機器の設

定変更作業などを見込んでの追加計上です。１８節備品購入費では１５万３千円の増額計

上です。これは書類の製本などに使用する自動紙折機購入費としての計上です。既存の自

動紙折機は平成元年に取得し、既に２４年を経過し、故障したことにより部品などの製造

もされておらず、調達も出来ないためこれを新たに購入しようとするものでございます。

３目財産管理費２５節積立金で、北海道市町村備荒資金組合納付金４千万円の追加計上で

す。これは平成２４年度決算剰余繰越金１億４千万円の内、４千万円を北海道市町村備荒

資金組合に積み立て致そうとするものです。これにより超過納付金はこれまで積み立てし

ているものを合わせまして、２億２０４万１千９７０円となる見込みでございます。５目

地域振興費１１節需用費のパートナーシップランド管理修繕料で１５２万３千円の増額計

上です。これは大島支所の交流ホール用室外機エアコンが老朽化による腐蝕がひどく、利

用に支障をきたしており、今後夏場にかけての利用が多く見込まれることから、その修繕

費用の計上です。１９節全国過疎地域自立促進連盟負担金として、２万４千円の増額計上
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です。当該負担金は均等割と過疎債割によって算出されますが、当初５万５千円を計上し

ておりまして、１２月の過疎債割算出時から３月までの過疎債割の同意額が変更となった

ことにより、２万４千円の増額となったところでございます。また、一般コミュニティ助

成事業補助金コミュニティ活動備品整備分として２４０万円の追加計上です。これは松城

町内会のイベント用ガーデンセットをアルミテーブル３０脚、アルミ椅子１５０脚の購入

に係わる費用助成分として観光協会や商工会の各種イベント時にも使用出来るよう、効率

的な連携を図ることとし、自治総合センターの宝くじコミュニティ助成事業の該当となっ

たことからの計上です。

１５ページです。３項１目１３節委託料で住民基本台帳ネットワークシステム機器更改

委託料で２８２万２千円の計上です。これは平成２０年導入された住民基本台帳ネットワ

ークの、全国一斉バージョンアップによってシステム機器の５年更新に合わせて管内４町、

松前町、知内町、七飯町、鹿部町の共同運用により、使用軽減を図るため、１０月１日か

ら稼働予定の機器の購入及び共同利用のための機器更改委託料です。また、運用機器保守

委託料は更新した新たな機器の保守委託料として１０月から３月までの６ヶ月分、１０８

万７千円を見込んでおり、旧機器の保守委託料６ヶ月分について３１万１千円を減額し、

その相殺により７７万６千円を計上したところでございます。

１６ページです。３款１項３目１２節役務費から２７節公課費まで、福祉バス購入費と

して３千３４８万円の計上です。これは現在ある福祉バスも既に１７年を経過し、故障回

数が多くなっています。各種団体などの視察研修及びいきいき教室などの活動時に福祉バ

スが有効利用されており、今後も多くの利用が見込まれることから、新規に４２人乗りの

中型バスを購入し、利用者の利便を図ろうとするものでございます。なお、国の緊急経済

対策として、地域の元気臨時交付金充当対象事業としての計上です。また、福祉バス購入

事業につきましては、参考資料３２ページにも掲げておりますのでご参照願います。

１７ページです。４款１項３目１２節役務費から１３節委託料まで８０万４千円の計上

です。これは妊娠初期の女性が風しんにかかり、胎児に感染すると障害をもった赤ちゃん

が産まれる可能性があるため、原則１９歳から４９歳の男女を対象に１００名分の助成を

見込んでの予防接種費用の計上です。

１８ページです。６款１項３目１２節役務費で１５万７千円の増額計上です。これは１

８節備品購入費で計上しています家畜防疫対策車購入に係わる保険料などの費用の計上で

す。１８節備品購入費で、牧場管理農業用作業機購入費で２９８万２千円の計上です。現

在の牧草集掃機は経年劣化により更新期を迎えており、既に１４年が経過しており部品な

どの製造も制限されていることから、新たな購入のための計上でございます。また、家畜

防疫車購入費で４１６万２千円の計上です。これは平成１０年購入の２トントラックも山

林や牧場などの走行のため車両の傷みがひどく、耐用年数が既に経過しているため、既存

のハイラックスを牧場巡視用車両に移行し、今回購入予定の家畜防疫対策車を畜産農家へ

の訪問活動や、人工受精時の対応にあてるため購入しようとするものです。なお、この備

品購入費につきましては、国の緊急経済対策として地域の元気臨時交付金充当対象として

の計上でございます。また、事業概要につきましては、参考資料３３ページから３４ペー

ジに掲げておりますのでご参照願います。

１９ページです。３項１目１７節公有財産購入費として１２万３千円の計上です。これ

は福山地区船揚場護岸施設の一部が民有地であることが判明したため、その一部を取得す

るための計上です。なお、福山地区船揚場護岸施設用地購入については、参考資料３５ペ

ージに掲げておりますのでご参照願います。１９節負担金補助及び交付金で、松前産業ク



- 33 -

ラスター研究会負担金松前本マグロ消費拡大分として１２０万円の計上です。これは海水

氷による水産物の鮮度保持と価格の安定を図るため、従来の破砕氷から海水氷を使用する

ことで、より高い冷却効果が可能となる高鮮度冷却流通システムの優位性を実証試験対象

地の首都圏と福島県において実施し、松前マグロの消費拡大を図るため、その費用の計上

です。なお、事業概要につきましては参考資料３６ページに掲げておりますのでご参照願

います。

２０ページです。８款２項１目１１節需用費から１８節備品購入費まで１千４７３万５

千円の追加計上です。これは除雪車購入に係わる費用の計上です。今後の除雪対応につい

て、町所有の除雪車を確保し、除雪の充実を図るための計上です。なお、国の緊急経済対

策として地域の元気臨時交付金充当対象事業としての計上でございます。また除雪車購入

につきましては参考資料３７ページに掲げておりますのでご参照願います。２目橋りょう

新設改良費で財源更正です。これは雨竜橋改良実施設計委託料分を当初地方債により財源

充当しておりましたが、今回の地域の元気臨時交付金内定額により、元気臨時交付金充当

事業として変更したことからの措置でございます。３目道路道路新設改良費４節共済費か

ら２１ページの１２節役務費まで、更に１４節使用料及び賃借料、２２ページの１７節公

有財産購入費、２２節補償補填及び賠償金まで、道道松前港線改良受託事業として、併せ

まして２億８千５０９万６千円の計上です。主なもので２２ページの１７節では、用地購

入費として１０筆分１千１９万２千円を計上しております。更に２２節では建物移転補償

費として、家屋５棟分と看板など併せまして２億６千９７３万７千円の計上でございます。

なお、事業概要につきましては参考資料３８ページに掲げておりますのでご参照願います。

戻りまして、２１ページの１３節委託料で町道改良用地測量委託料で１５１万２千円の

計上です。これは町道竹林通り線、白神山の上４号線、松前小学校線、不動川線の用地購

入のための測量委託料の計上です。

また、２２ページの１７節公有財産購入費で町道改良用地購入費として１２３万円の計

上です。これは対象者３名に係わる用地購入費を見込んでの計上です。なお、事業概要に

つきましては参考資料４０ページに掲げておりますのでご参照願います。

また戻っていただいて２１ページです。１５節工事請負費で町道小館線小館橋配水管布

設外工事請負費で２千４０３万４千円の計上です。これは大松前川河川改良と合わせ、北

海道が小館線小館橋の整備を行うため、付随する配水管工事につきまして町が実施するた

めの計上です。なお、事業概要につきましては参考資料３９ページに掲げておりますので

ご参照願います。

２３ページです。５項２目住宅建設費では９節旅費から２２節補償補填及び賠償金まで

併せて４千９９万５千円の計上です。これは町営住宅長寿命化計画に基づく、建石地区町

営住宅１棟２戸の建設工事に係わる費用の計上です。なお、事業概要につきましては参考

資料４１ページに掲げておりますのでご参照願います。

２４ページです。９款１項１目１９節渡島西部広域事務組合負担金(消防部門)として、

４９４万８千円の計上です。これは広域事務組合の補正によるもので、内容と致しまして

は白神地域の小型動力ポンプ積載車の購入費２２３万円及び消火栓５基の更新費用２６０

万２千円。更には屋外拡声装置パンザマスト補修分、江良地区２件分と致しまして１１万

６千円の費用計上です。なお、小型動力ポンプ積載車購入費と消火栓５基分の更新費用に

つきましては国の緊急経済対策として地域の元気臨時交付金充当対象事業としての計上で

ございます。また、小型動力ポンプ積載車につきましては、参考資料の４２ページに掲げ

ておりますのでご参照願います。
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２５ページです。１０款１項３目９節旅費でＡＬＴ外国語指導助手招致費用弁償で２５

万４千円の計上です。これは現在いるＡＬＴ外国語指導助手の○○○さんが、今年７月末

で契約満了に伴う帰国のための費用の計上でございます。２５節積立金で教育施設整備基

金積立金では７千万円の計上です。２４年度決算剰余繰越金で１億４千万円の内、先程申

し上げました備荒資金組合へ４千万円、また当該基金に７千万円を積み立てし、残り３千

万円を２５年度予算に繰り越すものでございます。これは２６年度以降の松前中学校建設

に係わる費用負担を考えた場合、その財源などに充当出来るよう基金を積み立て致そうと

するものでございます。これにより残高は１億１千９３４万３千３５０円となる予定でご

ざいます。

２６ページです。２項１目１３節委託料で松城小学校給排水暖房設備等改修実施設計業

務委託料として２９９万３千円の計上です。本年４月に白神小、松前小、館浜小学校が松

城小学校に統合されましたが、総合計画の後期事業で計画しておりました松城小学校改修

事業の一部を繰り上げし、給排水暖房設備が老朽化により整備の必要があることから、実

施設計委託料を計上しようとするものでございます。

２７ページです。４項４目１１節町民総合センター管理修繕料で４９万９千円の計上で

す。これは光通信に対応するための電話交換機等の取替修繕を致そうとするものでござい

ます。５目文化財費として５８８万円の減額計上です。これは重要文化財法源寺山門修理

事業は、当初予算で必要な費用負担分について町が予算計上し、歳入財源については国か

らの補助金や北海道地域づくり総合交付金を一部充てて議決をいただいたところでありま

すが、民間所有文化財の保存修理にあたっては国の補助金を受けて実施する場合、適正な

計画執行などを行う修理委員会を組織することが望ましいとの文化庁の指導により、この

度法源寺山門の修理委員会を設置し、事業主体を町から法源寺に変更し、当初予算で議決

をいただいた９節旅費の費用弁償から１５節工事請負費までを全額減額補正し、新たに９

節旅費で文化庁への報告旅費として１３万３千円を計上し、更に２８ページの１９節負担

金補助及び交付金で松前町指定文化財保存修理等補助金重要文化財法源寺山門修理分とし

て４２２万５千円を計上するものでございます。なお、事業概要については参考資料の４

３ページに掲げておりますのでご参照願います。

また、２８ページの１９節北海道指定有形文化財徳山大神宮倒木撤去分として１０６万

２千円の計上です。これは徳山大神宮本殿背後の崖上のケヤキの大木内部が空洞化してお

り、強風により折れて道指定有形文化財の徳山大神宮本殿及び羽黒社に一部被害が出てお

ります。徳山大神宮の総代氏子からの要請もございまして、境内内のケヤキやイチョウの

木、カツラの木など倒木のおそれがあることから、樹木医とも相談をしながら危険な状況

のため、早急に伐採を要するための計上でございます。

２９ページです。１３款１項１目職員給与費で財源更正です。これは道道松前港線改良

に係わる道支出金による職員給与費分の財源更正です。

以上が歳出です。次に歳入です。７ページをお開き願います。

２．歳入です。９款１項１目地方交付税１節地方交付税で３０６万３千円の減額計上で

す。歳入の繰越金に対応します財源調整のための計上です。

８ページです。１３款２項１目総務費国庫補助金１節総務管理費補助金で、地域の元気

臨時交付金として６千７８１万円の計上です。これは当初予算計上分の５事業分１千６１

３万４千円と、今回補正分の６事業分５千１６７万６千円併せまして６千７８１万円の計

上です。なお、参考資料３１ページに掲げている交付金充当予定事業一覧にその事業名な

どが記載されておりますので参照願いたいと思います。４目教育費国庫補助金３節社会教
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育費補助金で国宝重要文化財等保存整備費補助金重要文化財法源寺山門保存修理分５６５

万円の減額計上です。事業主体が町から所有者に変更となることからの減額の計上です。

５目土木費国庫補助金１節住宅費補助金で、社会資本整備総合交付金町営住宅建設分とし

て１千８３６万５千円の計上です。歳出で計上しております事業に対する国庫補助金でご

ざいます。

９ページです。１４款２項３目農林水産業費道補助金、３節水産業費補助金で地域づく

り総合交付金松前本マグロ消費拡大分として６０万円の計上です。歳出で計上しておりま

す事業に対する道補助金でございます。

１０ページです。３項６目土木費道委託金２節道路橋りょう費委託金で道路改良事業委

託金道道松前港線として２億９千１８０万２千円の計上です。歳出で計上しております事

業に対します道委託金でございます。

１１ページです。１８款１項１目１節繰越金で、前年度繰越金１億３千９９９万９千円

の計上です。これは行政報告にもありましたように、平成２４年度一般会計決算剰余金実

質収支額が２億８千６６５万９千８３１円となっており、財政調整基金に１億４千６６５

万９千８３１円を積み立てし、残りを２５年度へ繰り越しして使用するため、１億３千９

９９万９千円を計上致そうとするものでございます。

１２ページです。１９款５項６目１節雑入で重要文化財法源寺山門保存修理所有者負担

金として１４２万５千円の減額計上です。これは歳出でも説明したとおり、事業主体が町

から所有者に変更となったことから所有者負担金について減額を致そうとするものでござ

います。雇用保険料等個人負担金として２６万５千円の計上です。これは道道松前港線改

良事業に係わる雇用保険料の計上です。コミュニティ助成事業助成金コミュニティ活動備

品整備分として２４０万円の計上です。歳出事業に対する自治総合センター助成金の計上

です。町道小館線小館橋配水管布設外工事補償金として１千４４２万円の計上です。これ

は北海道が行う河川改良整備に伴う配水管工事分に係わる補償金でございます。

１３ページです。２０款１項２目農林水産業債１節農業債で、草地整備改良事業債とし

て６７０万円の減額計上です。３節水産業債でつくり育てる漁業支援総合補助債として３

００万円の減額計上です。３目土木債１節道路橋りょう債で、橋りょう整備事業債として

３４０万円の減額計上です。４目消防債１節消防債で、消防施設等整備事業負担債として

４１０万円の減額計上です。いずれも過疎債などの起債を予定していた事業に地域の元気

臨時交付金を充当することから減額計上したものでございます。また、３目土木債２節住

宅債で、公営住宅建設事業債として２千２３０万円の計上です。実施する事業に充当しま

す起債の計上でございます。

以上が歳入です。２ページをお開き願います。

第１表歳入歳出予算補正で歳入です。歳入の合計が補正前の額４５億５千１９２万５千

円、これに５億３千６２万３千円を増額補正致しまして、補正後の額を５０億８千２５４

万８千円に致そうとするものでございます。

３ページです。歳出です。歳出につきましても歳入同様、補正前の額に５億３千６２万

３千円を増額補正致しまして、補正後の額を５０億８千２５４万８千円に致そうとするも

のでございます。

４ページです。第２表地方債補正です。追加の分と致しまして、公営住宅建設事業につ

いて記載のとおり補正致そうとするものでございます。また、変更分として草地整備改良

事業他３事業について記載のとおり限度額を補正後のとおり、これを変更致そうとするも

のでございます。
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以上が議案第３５号です。よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

２番。

○２番(近江武君) １９ページの３項１目１９節、松前本マグロの消費拡大についてなん

ですが、この参考資料みますというと、実施される都市の中に福島県の相馬市内とありま

す。本来ならば大消費地の東京とか札幌、その他に大都市の消費地をするわけでございま

すが、福島県の相馬市内。これ何か狙いがあるんでしょうか。普通一般に考えますという

と三陸の定置網によるマグロが揚がっている場所なんですね。それでもって果たして北海

道のマグロがどれぐらい消費拡大出来るのかという疑念がありましたもんですから、水産

課長にお願いしたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 水産課長。

○水産課長(近江谷邦彦君) １９ページのクラスター研究会負担金の関係です。それは本

マグロ消費拡大分という形です。

この本マグロの消費拡大につきましては、昨年組合の方で海水氷設備導入という流れの

中で、海水氷を使いまして色々と、マグロの身焼けを防ぐ関係だとか、様々ないろんな魚

種に対しても使って、いろんな形でこの単価で販売していくというふうな流れになってま

した。

それで、昨年この補助事業の中で実際いろんな形で検証しました。その流れの中で一つ

が、今近江議員さんからありました相馬市の話がありました。それで、この決算書の補助

の関係からいきまして、たまたま予算の関係上復興的な予算の入った中での全体的な補助

事業という観点がありました。その中で相馬市の市場の方にも、組合の方としてはいろん

な高鮮度である漁獲物を持っていってですね、これをそういう復興している人方に対して

もいろんな形で食していただければいいという流れになってましたんで、そういう形のも

のをずっとやってきました。

それで、最終的には我々としましても今後いろんな部分で、そういう海水氷有意性って

いうのもありますので、引き続き相馬市以外にも昨年検証しております首都圏東京含めた、

また札幌も含めた形でですね、いろんな形でそういうふうな有意性をもって、組合の生産

拡大に繋げるような形でもって活用していけばいいとふうな思いありますので、そういう

負担金をもって更に消費拡大を続けていけばというふうな思いで予算計上しました。よろ

しくお願いします。

○議長(斉藤勝君) 他に質疑ありませんか。

３番。

○３番(川内谷進君) ３点ばかりちょっと伺っておきたいなというふうに思ってます。

一つは１６ページの民生費老人福祉費の中で役務費１２、１８で福祉バス購入費ってい

うことを今回話が出てます。それで４２名の新しい車を買いたいということだと思います

けども。これ、今まで使ってるやつが駄目になるから新しく更改するという解釈でいいん

だろうと思うんですけども、どうなんですか。使用状況ってのは相当厳しいんですか。そ

の辺の考え方と、どういう形で活用されようとしてるのか、その辺についてのね、運行の

状況等についてありましたら教えていただきたいと思います。

それから、２１ページかな。２１ページの道路新設改良費の中で１３節町道改良費の測

量委託料ということで、金額１５１万２千円計上してるんですけども、中身的にね。何箇

所かさっきあったんですけども、そのどことどういうふうにして調査しようとしてるのか、

測量をかけようとしてんのか、もしわかったらもう少し詳しく教えて下さい。
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それからもう１点、どこだ。うーんと２４ページの消防費の関係ね。渡島西部広域事務

組合の消防で負担金で、４９４万８千円か。消防の運搬車、ちっちゃい、この資料からい

くと４８ページかな。消防の自動車のポンプを運ぶ車だと思うんですけども、更改の時期

にきてるっていうさっきの説明なんで、新しく買って配備をしてあげるということで理解

していいんですか。その辺について説明下さい。以上３点です。

○議長(斉藤勝君) １点目、総務課長。

○総務課長(川村敏之君) １点目の福祉バスの購入ですが、現行の福祉バスが平成８年度

に購入されたもので、提案説明にもお話しましたけど１７年が経過し経年劣化が著しく、

現在６月１７日現在で走行距離数が３９万８千５２７キロとなっております。今回、車検

８月にあるんですけど、車検を通すにもまず何とか修理をして車検を通せる状態。それも

通っても長く保たない状態ということで入れ替え致そうとするものです。

利用状況なんですけど、２０年から、平成２０年から２４年度までの５年間の平均利用

をちょっとお話しますけど、町内の出動回数、年間平均回数で１１３回。町外が年間で平

均４３回。トータルで５年間平均で１５６回。だいたい年間半分くらいは出てますよとい

うことです。乗車人数も町内の年間平均乗車人数が、３千４９６人。町外が９２８人と。

合わせて年間平均人数が４千４３４人と。これくらいの数字になってますので、今後も先

程の提案説明でありましたけども福祉関係等で利用が相当見込まれるので、購入致したい

と思っておりますので、よろしくお願い致します。

○議長(斉藤勝君) ２点目、建設課長。

○建設課長(若佐智弘君) ただ今の町道用地測量委託料の関係でございます。まず町道不

動川線、町道松前小学校通り線。不動川線というのは町立病院の東側にあたる通りです。

松前小学校通り線は松前小学校の方から上川の会館と申しますか、あすこのところを通り

まして道道の石崎松前線にぶつかる通りでございますけど、その一部で既にこちらの方と

しては町道の用地ということで、アスファルト舗装もして利用していただいている部分等

もございまして、その辺の部分の用地の確定を、町道としての用地をきちっと確定したい

というのがこの２本でございます。

もう１本、町道竹林通り線、これは竹林通りの方に続く通りなんですけれど、唐津の。

それで、そこの部分につきましては去年、こちらの方の橋を修理致しました。その際に地

権者の方では当初その用地を貸してくれるということのお話だったんですけれど、ちょっ

と想像以上にその用地も面積大きいというようなこともありまして、地権者の方から町の

方で買っていただけないかというような、そういう申し込みもあったもので、それで面積

等用地の確定をしたいということでの測定でございます、測量でございます。

あと白神山の上４号線でございます。これは白神のお寺の上の方の部分でございます。

地域の方からもそこの部分の道路、ちょっと悪くなっているので改良していただきたいと

いう要望もありました。それに関しましてそこの部分の改良だけではなく、ちょっと車が

曲がったりする部分なものですから、地域の土地の所有者等の協力も得られそうなので、

先々の改良のために用地を購入して、そして拡幅してああいうような形でやりたいという、

現段階ではこれは建設課の方での希望と町内会の方の要望を兼ねたものでございます。た

だ、まだ実際の改良は先の話、いつになるということはまだ明確にはちょっと伝えれませ

んけど、そういう関係での全部で４本の測量でございます。

○議長(斉藤勝君) ３点目、副町長。

○副町長(岡本順一君) ３点目の広域事務組合の関係なので、私の方から答えさせていた

だきます。この予算に計上してます小型動力ポンプの積載車の関係でございます。これに
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つきましては、購入してから既に４０年近く経っている積載車でございまして、現在修理

するにしてでもほとんど対応する部品がないという状況にあります。従って、今回国の方

の元気臨時交付金の事業の該当になるということもありまして、今回消防署の方と協議し

まして、急遽今回この臨時交付金で充当するために、補正予算としてこの積載車を購入を

計画したところでございますので、全く新しく買い換えるということでございますので、

ご理解願います。

○議長(斉藤勝君) 他に質疑ありませんか。

６番。

○６番(堺繁光君) １７ページ、１３節風しん予防接種委託料についてちょっとお伺い致

します。

どうも最近ニュースの中でよく見かけるんですけども、この成人の方の風しんの予防接

種を受けられた後にですね、このご両親から産まれてきた子どもさんが障害を持ってる子

どもさんがよく産まれてくると。そういう事件がよく聞かれるもんですから、松前町とし

てはこのことについては、何か懸念などもってないものでしょうか。

それ１点ともう一つはですね、２５ページの９節です。旅費、ＡＬＴの方が帰国するた

めの費用ということですけども、後任の方はもう決められているんでしょうかね。やっぱ

り子どもさん方も後任の先生がいないことには、やっぱり安心して授業を受けられないっ

ていう心配もあるものですから、そのことについてちょっとお伺いします。

○議長(斉藤勝君) １点目、健康推進課長。

○健康推進課長(阪本涼子君) ただ今堺議員さんからご質問いただきました。今回、この

１７ページの麻しん、風しんの予防接種委託料につきましては、先程議員さんもおっしゃ

いましたように、妊婦さんが前、風しん、三日麻疹といわれるものなんですけれども、こ

れにかかった場合に、妊娠初期でかかった場合に障害をもった子どもが産まれますという

ことで、今回松前町としましても１９歳から４９歳までの男女の方について、接種費用の

１万１千円の接種費用に対しまして８千円を助成しまして、自己負担３千円で受けていた

だきたいということでございます。

松前町で障害をもった赤ちゃんが産まれたという事例はございません。以上です。

○議長(斉藤勝君) ２点目、学校教育課長。

○学校教育課長(宮島武司君) ２５ページのＡＬＴの費用弁償につきまして、ご質問いた

だきました。後任の方は決まっているのかというご質問でございます。後任の方は、現在

アメリカ合衆国のマサチューセッツ州から来日予定でございます、○○○○・○○○○さ

ん。２２歳の女性の方でございます。

なお、来日の予定でございますけれども、８月４日に日本国にまいりまして、研修を受

けて当町には８月７日に来町の予定でございます。以上でございます。

○議長(斉藤勝君) 他に。

１１番。

○１１番(吉田孝男君) 先に質問された方とちょっと重複するかもしれませんけど、まず

１点目、１７ページの先程堺議員から質問ありました風しんなんですけど、もう既にテレ

ビ等でもやってますけど、２５年、もう１万人を超えたということでございます。２３年

度２千３９２人、２４年度が５千４４２人という実績でしたけど、非常に早いペースで発

生しているわけですね。それで、１９９５年４月から接種予防、再度認定されてから、そ

れ以前に接種機会のなかった３４歳以上の方々が、非常にこの風しんにかかってるのが多

いということでございます。それで、松前町がいつからいつの間、この予防接種を中止し



- 39 -

たのか、その辺もしわかりましたら教えて下さい。

それと合わせてですね、この１００人の方々で今回予算取った１００人の方々で、妊婦

の方、何人ぐらい見込んでおるのか。要するに、これは将来松前町の人口増にも繋がるこ

とですから、それを予測して予防接種ということだろうと思いますんで、その辺も一緒に

教えて下さい。

それから、もう１点。これも先程近江議員からも質問ありました１７ページの農林水産

業ね。マグロの消費拡大の関係なんです。

実はこの事業、１２０万もって都市と相馬市をやるということなんだけど。実際、この

１２０万で各地でやって、どのくらいの消費拡大の効果があるのかっていう、なんか予測

している数字なり、どの程度の予測数を把握してるのか、その辺まずお知らせ願いたいと

思います。この２点、答弁願います。

○議長(斉藤勝君) １点目、２点目、健康推進課長。

○健康推進課長(阪本涼子君) ただ今吉田議員さんから質問いただきました風しんのワク

チンの関係でございます。まず麻しん・風しんのワクチンということで、混合ワクチンの

接種が始まりましたのは、平成１８年度以降にこれが定期接種ということで、１歳の子ど

もと小学校に上がる前の１年間の間に２回受けていただくということで、これは平成１８

年度以降から始まってございます。その前の平成２年の４月１日から平成７年の４月１日

まで。これにつきましては、この平成１２年から、平成１２年の４月１日から平成７年の

４月１日までに産まれた子ども達につきましては、幼児期にまず１回のワクチンを接種し

てございます。これは風しん単独のワクチンを接種しております。その後平成２０年に追

加措置ということで中学１年生と高校３年生に相当する子どもにつきましては、平成２０

年度から平成２４年度まで追加接種、経過措置の５年間の経過措置で追加接種をしてござ

います。

更に平成１７年から平成１２年までにつきましては１回目、１歳から５歳までの間に１

回目の風しんのワクチン。２回目は小学校入学前１年間の間に、これは麻しんと風しんの

混合ワクチンを接種しております。更にですね、平成２年４月１日から昭和６２年の１０

月１日につきましては、１回だけの風しん。平成２年の４月１日から昭和６２年の１０月

１日までに産まれた方については、１歳から７歳半までに１回の風しんのワクチン接種を

されております。更に６２年の４月１日、これは２６歳から先程おっしゃった３４歳の方

につきましては中学生の時に男女共風しんワクチンの接種を１回接種しております。更に

３０、失礼しました。５４年の４月１日から、すみません、５４年の４月２日から産まれ

た方、３４歳以上の男性につきましてはワクチンの接種機会がございませんで、３４歳以

上の方につきましては中学生の時に女性だけがワクチンを接種、１回接種しております。

更に３７年の４月２日以前に産まれた方につきましては接種の機会が一度もございません

でした。

更にですね、妊婦何人ぐらい見込んでいるのかということでございますが、年間３０人

ぐらいの出生がございますので、今回は２０人ぐらいを見込んでおります。以上です。

○議長(斉藤勝君) ３点目、水産課長。

○水産課長(近江谷邦彦君) マグロの消費拡大の数値というか効果的な関係のお話です。

それで、まず数値というふうな関係につきましては、昨年組合の方で補助事業を採択に

向けた形で申請した時に、一応今後の目標額というかそういう形のものの数値を出してお

ります。それにつきましては当面マグロとスルメイカ、これについては生産実績の１０％

の増。更にはそれ以外の魚種、ヤリイカだとかホッケの部分になりますけども、それにつ
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いては約５％ということで、数字としましてはマグロとスルメイカの生産実績、これ２３

年の実績の１０％ということになりますと、約だいたい８千２百万の増産。それ以外の魚

種の５％につきましては、だいたい１千８百万ということになりますので、組合としては

約１億円ぐらいの生産増を見込んでいきたいというような形の考え方です。よろしくお願

いします。

○議長(斉藤勝君) １１番。

○１１番(吉田孝男君) ○○課長にペラペラいわれたんで、控えとれないでちょっと。

まずね、平成２４年の中学、小学生ですか。これは風しんの猛威は、ようするに流行っ

てきて慌てて追加でやった政策ですよね。ですから、実質今までの流れからみるとこの３

４歳っていうのが一つのポイントになってくるということになると思います。ですから、

この３４歳以上、私も自分自身やったかどうか記憶にないわけですから、３４歳以上の方

々は完全に自分で接種しなければならないということは、ここにいる方々ほとんど接種対

象になるということですね。会場にいる方全部接種対象なんですよ。ということになりま

すと、果たして希望者が出るかどうかわかりませんけど、１００名で対応出来るのかどう

か。今の松前町の３４歳以上の方々からするとね。

そんな中で妊婦が２０人ということになると、まあ、実際やってみなきゃわかりません

けど、もし対応者、希望者が増えた場合、これをどのようにするのか。再度不足分を取り

寄せてやるのか。その辺の考え方だけ教えて下さい。

それと２問目のマグロの関係ですけど。まあ、これは各消費地でやっても５％や３％は

たいした大きい成果じゃない。それで私ね、一番のマグロの消費拡大ってことになると、

まあ既に各地でやってますけどね、まず各ホテル回りの訪問。お願い出来る所は半月でも

１ヶ月でも松前産本マグロのイベントをやってもらうという仕組みをお願いすると。まず

はホテルの訪問した方がいいですよと。それと百貨店回り。ね。各大きいお客さんが入り

込む場所。

だって、今借りてイベントやっても何人、口に入ります。その人方はどこで買います。

欲しくても買う場所がないと。結構市場売りはしてますから、市場から寿司屋さんが買う

か、どっかの商店が買って売るだけの話であって、一般の方には口入んないんですよ。た

だイベントやった時は一口か二口、口に入るかもしれません。だけど普段買うのにどこで

買ったらいいんですか。そしたら、何のための消費拡大かってことになるんですよ。です

から、各ホテル、それから百貨店、スーパー、そういうとこを回って松前のマグロはこう

ですからってことで、コーナーを設けてもらってそこで販売してもらう仕組みを作るとい

うのが本当の消費拡大じゃないかなと思います。

ある札幌のホテルでは松前産マグロの販売ってことで、１ヶ月間イベントやったことあ

ります。そしたら、売り上げが倍になったという話も聞いてます。ですから、本当に消費

拡大するんであれば、そういうところを訪問してお客さんを取ると。そういうことを利用

した販売をするという対応をしない限りは、一般のお客さんには口に入りませんよという

ことなんです。

ですから、こういう１２０万かけてイベントはわかりますけど、それ以外に普段から地

道なそういう方法で販売を拡大するということをしなければ、消費拡大には繋がりません

よ。松前のマグロの売り方は全部市場中心ですよ。どこのお客さんがセリで落として買っ

てますか。全然わからないわけです。そうすると、先程もいったように一般の人方の口に

はほとんど入ってこないという恐れもあるんで、そういうことのないイベントでこういう

消費拡大をやるんであれば、もっと考え方を変えて、お客さんなりいろんな方がいろんな
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所にいって売り込みをするっていうセールスが、大きな要因になってくるんでないかなと

思いますけど、その辺の考え方教えて下さい。

○議長(斉藤勝君) １点目、健康推進課長。

○健康推進課長(阪本涼子君) 大変申し訳ございませんでした。実はですね、現在風しん

の罹患者につきましては、２０代から４０代の方が全体の８割を占めているというふうに

いわれております。先程吉田議員もおっしゃいましたけれども、５０歳以上の方につきま

しては、予防接種の機会がなかったんですが、自然の流行の形で感染して風しんを、免疫

を取得している方が多いのではないかということでいわれております。

現在ですね、まずは妊婦さんと赤ちゃんを感染症から守りたいということで、１９歳か

ら４９歳までの方に受けていただきたいと１００名を見込んでおります。ただ、推移をみ

まして今後１００名以上の１９歳から４９歳の方、更には妊婦さんの家族の方で接種希望

者が多くなるようでしたら、推移をみて対応をしたいと思っておりますので、よろしくお

願い致します。

○議長(斉藤勝君) ２点目、水産課長。

○水産課長(近江谷邦彦君) マグロの消費拡大の関係です。議員おっしゃるとおり、確か

にいろんな形の中で一般消費者向けのＰＲというか、消費拡大に向けてはなかなか難しい

面があります。それで、おっしゃるとおりホテルだとか百貨店等々にいってやらせるとい

うのも一つの方法だと思ってます。

ただ、その中で昨年今の補助事業の部分の中で、組合がやった事業としてはですね、海

水氷としてのマグロ、これについては非常にみんな効果があると、非常に鮮度がいいとい

う流れの話がよく聞かれたんですけども、なかなか、例えば東京の方でも評価調査やった

結果としては松前マグロというふうなイメージの関係につきましては、なかなか、一人く

らいは食べたっていう人がいたようです。ただですね、７割以上の人はやはり知らないん

だというふうなこともありますので。

ですから、その辺を何としても一般向けに対してはいろんな形での消費拡大っていうの

は必要だと思いますんで、我々もクラスターの分の中のものとしてですね、今後は更にホ

テル、更にはそういう百貨店等々の関係も含めて、この事業は観光の方でグルメ観光とい

うふうな事業もありますので、そちらの方では札幌の方でのホテル、更には東京等での百

貨店というふうな事業もありますので、そちらの方と連携しながら、出来るだけ一般消費

者向けに消費拡大出来るような形ではＰＲしていきたいというふうに思ってます。

○議長(斉藤勝君) 他に。

１０番。

○１０番(梶谷康介君) １点だけお尋ね致します。１６ページ、１８節の福祉バス購入費

についてお尋ね致します。

現在松前町では公共交通の方向を定めようと実証実験を実施しております。９月いっぱ

いでその期間が終わる予定ですけれどもね。そういうことを考えると、この時点でバスの

購入っていうのは、公共交通のその方向性が定まらない中でバスを買うと。ないよりあっ

た方がいいってことはわかりますけれども、その辺の兼ね合いはどういうふうに整理され

ておりますか。

○議長(斉藤勝君) 総務課長。

○総務課長(川村敏之君) 今回の福祉バスの購入は先程お話しましたけど、年数、今回た

またまその元気交付金も使えるということで購入させていただきますけど、現状その年数、

それから距離、車検の話もしましたけど、そういうことで保たないということで購入した
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いということで、もちろんその公共交通の関係もあるんですけど、うちはバスを管理運営

している中では現状維持をしていきたいと、そういう団体もいっぱいありますので、現状

維持をしたいということで、買い換えをしていきたいということでございます。

公共交通の関係は、今後また担当の方とバスの利用についても協議をしていかなきゃな

いとは思っております。よろしくお願いします。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) 今のお話聞きますと、現在持っているバスを廃車にするというこ

とですか。そういうことですか、了解。

○議長(斉藤勝君) １５分間休憩します。

(休憩 午後 ３時０６分)

(再開 午後 ３時２１分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

他に質疑ありませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 質疑ありませんね。

質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第３５号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第３５号は原案のとおり可決されました。

◎議案第３６号 平成２５年度松前町水道事業会計補正予算（第１回）

○議長(斉藤勝君) 日程第１１ 議案第３６号 平成２５年度松前町水道事業会計補正予

算（第１回）についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。水道課長。

○水道課長(佐々木信秀君) ただ今議題となりました、議案第３６号平成２５年度松前町

水道事業会計補正予算(第１回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

この度の補正予算は一般会計補正予算にも計上されております、平成２４年度国の補正

予算地域の元気臨時交付金に基づき、渡島西部広域事務組合からの負担金をもちまして上

水道１箇所、簡易水道４箇所の、町内計５箇所における消火栓の更新工事を行おうとする

もので、この更新工事にかかる収入、支出を追加補正致そうとするものでございます。

それでは補正予算書の１ページでございます。

第１条は総則です。平成２５年度松前町水道事業会計の補正予算(第１回)は次に定める

ところによろうとするものです。

第２条は業務の予定量です。平成２５年度松前町水道事業会計予算第２条に定めた業務

の予定量を次のとおり補正致そうとするものです。第４号主要な建設改良事業におきまし
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て、福山地内配水管改良工事他既決予定量１３件、７千４７３万１千円に今回１件５箇所

分、２６０万２千円を追加し、補正後の予定量を１４件、７千７３３万３千円に致そうと

するものです。

第３条は資本的収入及び支出です。予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を

次のとおり補正致そうとするもので、収入第１款資本的収入第２項他会計負担金におきま

して既決予定額３４１万円に２６０万２千円を追加し、補正後の予定額を６０１万２千円

に致そうとするものです。この内容は冒頭ご説明致しました町内５箇所の消火栓更新工事

にかかる渡島西部広域事務組合からの負担金です。

支出では第１款資本的支出第１項建設改良費で既決予定額１億６２８万９千円に２６０

万２千円を追加し、補正後の予定額を１億８８９万１千円に致そうとするものです。これ

は先程ご説明致しました消火栓更新工事につきまして、直営で実施することとし、増額し

ようとするもので、全額他会計負担金で賄おうとするものです。なお、消火栓更新工事に

つきましては、当初予算におきまして６基分の更新を計上しておりますので、本年度は今

回の分と併せまして１１基の更新を致そうとするものです。

２ページ以降には予算の実施計画及び資金計画、並びに平成２５年度末におきます予定

貸借対照表など、予算の説明書を添付しておりますのでご参照願います。

以上が議案第３６号平成２５年度松前町水道事業会計補正予算(第１回)の内容です。ご

審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ありませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第３６号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第３６号は原案のとおり可決されました。

◎延会の議決

○議長(斉藤勝君) お諮り致します。

本日の会議はこの程度に留め延会致したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、本日の会議はこれをもって延会することに決定致しました。

◎延会宣告

○議長(斉藤勝君) 本日はこれにて延会致します。

なお、明日の会議時間は午前１０時とし、議事日程は当日配布致します。
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どうもご苦労様でした。

(閉会 午後 ３時２６分)



地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。

議 長 斉 藤 勝

署名議員 川内谷 進

署名議員 椎 名 力
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（開会 午前１０時１０分）

◎開議宣告

○議長(斉藤勝君) おはようございます。

直ちに本日の会議を開きます。

◎諸般の報告・議事日程

○議長(斉藤勝君) 議会に関する諸報告並びに本日の議事日程につきましては、お手元に

配布の通りです。

◎会議録署名議員の指名

○議長(斉藤勝君) 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は会議規則第１２５条の規定により、議長において、５番伊藤幸司君、

６番堺繁光君以上２名を指名致します。

◎議案第３８号 松前町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の

一部を改正する条例制定について

○議長(斉藤勝君) 日程第２ 議案第３８号 松前町病院事業職員の給与の種類及び基準

に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。病院事務局長。

○病院事務局長(三浦忠男君) おはようございます。

ただ今議題となりました、議案第３８号松前町病院事業職員の給与の種類及び基準に関

する条例の一部を改正する条例制定につきまして、その内容をご説明申し上げます。

今回の一部改正は、今まで条例に明記されておりませんでした非常勤嘱託員を条例に加

えようとするものであり、３枚目に添付しております説明資料に基づき説明申し上げます。

松前町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に係る新旧対照表で

す。下段に記載しております説明欄でございます。改正理由ですが、病院事業の持続的安

定的な経営と、町民に質の高い医療を供給し続けるにあたって優秀な人材を確保していく

必要があることから、非常勤嘱託員を採用出来る仕組みを構築するため、条例の一部を改

正しようとするものでございます。

現行第２４条の見出し及び同条第１項中「非常勤医員及び」を改正後は「非常勤医員、

非常勤嘱託員及び」に改め、第２４条非常勤医員、非常勤嘱託員及び臨時的任用職員には、

管理者が給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で別に定めるところ

により給与を支給するものとする、にしようとするものでございます。

２枚目にお戻り願います。条文の内容でございます。第２４条の見出し及び同条第１項

中「非常勤医員及び」を「非常勤医員、非常勤嘱託員及び」に改めようとするものでござ

います。

附則と致しまして、この条例は平成２５年７月１日から施行致そうとするものでござい

ます。
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以上が、議案第３８号松前町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を

改正する条例制定についての内容でございます。なお、参考資料と致しまして、参考資料

１、松前町病院事業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程。参考資料２、松前町

病院事業非常勤嘱託員の報酬単価表内部基準。参考資料３、松前町病院事業非常勤嘱託員

の任用等に関する内部基準を添付しておりますのでご参照願います。よろしくご審議賜り

ますようお願い申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 説明が終わりましたのでこれより質疑を行います。

２番。

○２番(近江武君) 先程５番議員から、この条例改案のプロセスについていろいろと説明

がございました。私は「医は仁術」といいます。患者の気持ちになってこの心を治して、

病気を治してくれるものが医術だというふうに考えてございます。これが連日、２ヶ月も

３ヶ月もこのような状況で松前病院に対する問題が、町民の皆さまにいろいろな面でもっ

て尾びれがついて現実に流れております。私共は大変、松前町の理事者として大変に申し

訳なく思っておるわけでございます。

また、昨日の一般質問の中においても、私は町長の答弁に対しまして、大変な忍耐力、

我々の議員の皆さま方の思いというものを切実に考えながら、訴えながら忍び難きを忍び

耐え難きを耐えておる姿に大変心を痛めてございます。このような病院の在り方というの

は果たして、いくら過疎地でもって医者の確保に奔走しているのが町長の責務と、重大な

責務といわれていますけども、こんな形でもって表れてくるような病院の姿勢っていうの

は、私は全くもって鎮痛の極まりであります。

今提出されました議案の改正案につきましては、一目みてでもですね、町民、何も知ら

ない町民の人方がみてでもね、変じゃないのかなと思うような点がいっぱいあるんです。

こういうようなね、条例の改正案を提出したということにつきましてはね、私は大変怒り

に思っています。

まず、私の疑問としている点を質問したいと思います。第１点でございますが、この附

則の中でもって、２５年７月１日より、から施行しますという謳ってます。病院の非常勤

職員に対しては、４月付けでもって町長から辞令を発行されております。その辞令期間と

いうのは９月３０日でなかったかなと憶えております。なぜですね、すぐ条例改正７月１

日になるのか。何か意図があるのではないかと、これは誰も疑念もってます。

次にですね、この参考資料みてわかると思いますけども、臨時職員に対する給与の問題、

或いは任期の問題。これと改正に関する目的っていうのがですね、病院事業の持続、安定

的な経営と町民に質の高い医療を供給するにあたって、優秀な人材を確保していく必要が

あることから、これが改正提案の目的なんですね。だとしたならば、この資料からいうと

私はこの項目というのは医療スタッフ、医師、看護婦並びに各レントゲン技師とか、そう

いう人方が仮に定年になった場合、その高度な技術を経験している人を対象にしているな

らですね、私は納得できると思うんです。なんで、事務系の人のことを目指してこういう

ような条項が作らねばならないのか。しかもですよ、必要があると、あるんであれば４０

万の給料を与えますよと。以下の給料を与えますよという。この作為的なものはもう現実

としてみえているはずなんですよ。私は大変残念に思いますね。

かつて私は、こんなこといっちゃ失礼にあたりますけども、組合の再建計画に則って５

７歳でもって肩を叩かれて退職しました。私は辞めると思った時にはもう既に私がいなく

ても充分に対応出来るスタッフ、後継者を育てた。私がいつでも辞めてもいいから、安心

してこの部下に任せ、お任せすることが出来るんだという、そういうもとにですね、私は
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職を辞したんです。

本来、公務員というのはですね、松前町の職員というのは高い公務員試験を受けて合格

して、そして町民の負託に応えるという、そういうような責務があって私は町の職員とな

ったと思うんです。だとするならば一時退職してまだ必要があるという感じでもってね、

その職を退職後に求められてたとしてもですね、こういうような状況に至って経緯を考え

るならば、やはり自ら身を引いてですね、今までよく頑張ったんだ、一生懸命努力したも

のなという町民から感謝されるべき人間像であってほしいなと、私は今でもそう思ってま

す。

そういう意味からおくとですね、この条例の改正につきまして、いろんな思惑があって

松前町の医療に対する高度的な前進っていうんですか。私はこんな感じではいられないと

思うんですよ。黒字化してます、黒字化してますけども、重要な町民の血税を病院に注ぎ

込んでいる形になってるんですよ。それもわからないでですね、町民の健康を守るんです

って、そんなこといったって誰も信用しませんよ。

高度な医療。私自身も体が悪いもんですから、函館の中央病院に長いこと３０年近くも

かかっています。どうも先生の技術が悪いなと思ったものですから、今、すごくいい制度

があるんですね。患者さんの気に合うようなところで治療が受けれることが出来るという

そういう体制なんですね。そういう世の中なんですよ。もちろん、私が札幌でもって入院

した先生は道内一の素晴らしい技術を持ってますよ。私の治療に対して函館市内の病院な

んか、年間１５件より経験してないっていうのが、札幌の病院では１５０件の既に患者を

受けて実際にやってるんですよ。高度な技術をね、やはり医療が進んでる中でもっていろ

んな高度な技術があるんです。一緒に入院した方でもね、がんで末期症状ですよと。そし

たら、千葉県のがん医療センターにいってね、近江さん、１６０万出せばね、コンクリー

トブロックでもって注射してね蘇ることが出来るんですよと。その中でですね、そういう

技術が、はい、進んでる中でね、私はね、こういうような状況でもって果たしてこのまま

の病院経営でいいのかなという気がします。

町長に対して回答求めます。

○議長(斉藤勝君) 病院事務局長。

はい、病院管理者。

○病院管理者(木村眞司君) 病院管理者の○○でございます。議会で発言するのは初めて

でございます、どうぞよろしくお願い致します。また、今般問題になっている案件につき

まして、私が公の場で発言を許されたのは今の瞬間が初めてでございます。皆さま、よく

そのことをご承知おきいただきたいというふうに思います。

近江議員のご質問、よく受け止めました。私は松前町に奉職して７年と７ヶ月が経ちま

す。私は、誰よりも松前町民の健康について、松前町の医療について深く考え、努力し、

やっておるつもりでございます。松前町の人口は私が赴任した時１万６百人。今が８千６

百人で２千人の減でございます。過疎化、高齢化が進んでおります。私が赴任した時の赤

字額は１億円を超えておりました。決算の額は２４年度では１億４千万某の黒字というこ

とになっております。これは一般会計からは交付税のルール分、或いは国の不採算地区病

院に対する交付金のみでございまして、いわゆる赤字補填というのはございません。そう

いった赤字補填なしで過去４年間黒字を計上しているということを、まず申し上げておき

たいと思います。

松前病院は確かに高度先進技術はないかもしれません。稀な病気の患者様がたくさんい

らっしゃるような病院ではない。これは地域の特性からして仕方のないことであります。
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高度先進医療を行うところには難しい病気の方、稀な病気の方が集まります。そして、そ

れに慣れた専門医がしっかり診断し、治療すると。そういう医療の分業になっております。

松前病院としては皆さまご承知のように全科診療医、総合診療医、家庭医として幅広く診

る。住民の方々の様々な健康問題に対処出来るように努力しておる所存です。

私が赴任しました時、医師数は６名でした。現在１０名の医師がおります。それ以外に

研修にきている医師が２人おります。全国各地からまいります。今、大阪と札幌からきて

おります。学生も今、１人一月きております。医師の人事は別に私の胸先三寸になってお

るわけではございません。皆、松前病院での医療に共鳴して赴任してくれた、或いは残っ

てくれていると。こういう方々です。

私は何よりも、誰よりも松前町の、松前町の住民の健康を大事にしたいというふうに思

っております。

病院の運営というのは、なかなか実際に携わった方でなければわからない部分がござい

ます。医療というのはある意味特殊な世界であるというふうに思います。様々な、自分で

申すのも何ですが苦労がございます。２４時間３６５日決して病院の灯が消えることはあ

りません。盆暮れ正月、お盆の休みもございません。年末年始の休みもない、入院患者を

もつ医師は、常にいつ電話がくるかわからないという状況でやっています。それでも、こ

の松前でやりたいという医師がいるのは、大変喜ばしいことだというふうに考えておりま

す。

医療は非常に経験が大事です。人脈が大事です。様々な制度がございます。診療報酬や

国の制度やその他その他様々なことがございます。建物のメンテナンスもございます。病

院の建物は３５年と６ヶ月が経っております。エレベーターは７百万で取っ替えろといわ

れてます。ボイラーがこの間破裂して２百万円かかりました。いつもうボイラー丸ごとぶ

っ壊れて１億円かかるかもわかりません。ですから、なるべく早く町長部局と相談しなが

ら新しい建物を建てていきたいというふうに考えておる次第で。町長が前にも発言されて

おる、ますように、病院改築に向けてプロジェクトチームをお作りいただけるということ

になってるということであります。

近江議員のおっしゃる人材の確保でございます。医療は人材が命です。人材がかけがえ

のないものだというふうに考えます。私がここに今、こうしているのも、○○○○氏が松

前病院にいたからでございます。松前病院の赤字が１億円２億円から、今日１億４千万円

になっているのも、これまた○○○○氏が事務方として病院を支え、様々な苦労をして身

銭を切って、医師やその他のスタッフに働きやすい環境を整え、また○○看護部長、退職

しましたが。○○前看護部長を招き、病院のスタッフを鼓舞しやってきた結果でございま

す。その○○○○氏の手腕がもうしばらく必要であろうと。後進が育つまでもうしばらく

必要であるというようなことを強く考えまして、私は町長にお願い致しました。昨年の春

からずっとお願いをしてまいりました。いい機会ですので、先程伊藤議員が説明された部

分、私、縷々説明させていただきたいと思います。

私は最初、町長に病院事業、○○○○氏を病院事業管理者にしていただきたいというふ

うに昨年春申し上げました。そしたら、それはならぬ、出来ない。○○氏は退職しなけれ

ばいけない。だけど非常勤嘱託員だったらいんでないか、嘱託員だったらいいんでないか

というふうにおっしゃいました。私は斉藤議長のところをも訪ねました。○○氏を管理者

にしたいと。駄目だ、○○氏は辞めなければいけない。だけど嘱託だったらいいんじゃな

いか。管理者付き参与とか、管理者付きという形だったらいいんじゃないかというふうに

おっしゃいました。この時点で、残念ながら私は○○氏を病院事業管理者にしていただく
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ことを断念致しました。で、私自身がまあ管理者となって病院を弾力的に運営したいとい

うふうに考えた次第です。

何としても昨年度中に管理者にしていただきたいというふうに○○町長に重ねてお願い

しまして、町長は熟慮の末、それをお認め下さいました。９月２５日からの定例会で病院

事業管理者を置くための条例改正がなされました。で、１０月１日病院事業管理者に私が

就任しています。これは町長による人事です。議会の承認人事ではございません。

１１月１４日に私から町長に、○○○○当時の事務局長、それから○○○○当時の看護

部長について、勤務延長への同意を求める文書を出させていただきました。町長は技術職

だったら何とかなるが一般事務職については難しい。看護部長についてはいい方法がない

か前向きに検討したい。事務局長については検討したいということでした。

１２月２１日、町長部局を私訪れまして、町長から回答が遅れてすまなかったが、同意

しないと。公務員の身分のままでというのは無理であると。地方公務員法の適用を受けな

い職員を病院独自で採用することは可能と。プライマリーケア連合学会の支部事務局長、

北海道ブロック支部事務局長として嘱託で雇用したらいいんじゃないか、というふうにお

っしゃっていただきました。私は、定年退職の後、新規採用出来ないのかと、再雇用出来

ないのか、再任用は出来ないのかというふうなことで聞きましたら、副町長は国の再任用

制度は早くとも２５年度の退職、退職者からであると。国が先にそれを定めない限り、松

前町ではそれは出来ない。再任用は出来ませんということでした。私は重ねてお願いしま

した。町長に。何とか正職員として、権限をもった形で勤務延長が出来ませんでしょうか

と。そしたら無理ですと。再任用も勤務延長も無理、新規採用も無理。本人が嘱託が嫌と

いうならやむを得ませんねというふうにお話をいただいています。

１月初めに正式に同意しないと。勤務延長に同意しないという文書を町長からいただい

ております。○○総務課長が病院事務局においていかれました。

１月か２月頃、町長部局から松前町病院事業の条例に非常勤嘱託員が規定されていない

ので、非常勤嘱託員としては雇えないという言葉が流れてきました。私共は、それまで慣

例的に非常勤嘱託員を雇用しておりました。医療事務の統括、或いは臨床検査の統括とし

て。それから病院、えーと医師送迎の運転手などなど。様々な方々を非常勤嘱託員として

雇用していました。ですので、慣例的に雇っているので非常勤嘱託員として雇用は可能で

あろうと。それまでも町長や議長が、嘱託員として雇ったらいいんでないのとおっしゃっ

てくれてましたので、これは可能であろうというふうに考えた次第です。

地方公営企業法全部適用について、皆さまにご説明致します。地方公営企業法全部適用

といいますのは、松前町では平成２１年ですか、になっておりますが、民間の手法を導入

して病院という企業を運営出来るように、ある程度の権限を病院事業管理者に持たせると

いう、そういう制度でございます。地方公営企業法を一部適用ではなく全部適用するとい

うことで、全部適用、全適と申します。

病院が全部適用になった時に、私はまだ未熟でしたので、管理者は、管理者には就任し

ませんで、地方公営企業法は管理者を置かないことが出来るという制度になってますので、

管理者を置かないことが出来るという形にしていただいて、○○前町長が実際には管理者

の役を担ったということでございます。

人、物、金についてある程度の権限を有するというのが地方公営企業法全部適用です。

１０月１日の私の管理者就任に先駆けて、病院事業の人事に関して、町長のもとい、町長

の同意を得て任免する松前町病院事業職員の範囲に関する規則と。こういうのを町長がお

定めになりました。９月に事務方が協議しております。町長部局の事務方と病院の事務局
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が協議しております。同意の範囲は医師、事務職員及び課長相当職以上の医師を除く医療

技術職員。ようするに課長職以上の技術職ということでございます。この協議がなされた

時に、事務部局内ではこれちょっと広すぎるんでないのと。いや、これは町長部局との交

流人事に関することだから。つまり正職員に関するものであると、こういう理解でござい

ます。そのような協議がなされてます。ですから、私にはそれ以外の方々について任免す

る権限があると、こういうのが理解でございます。

３月の町議会定例会で病院事業の予算案に関する答弁の中で、非常勤嘱託員っての、と

しての報酬についてなんぼなんだというご質問があったというふうに聞いています。２０

万円をみていますというふうに答弁をしたと。いうふうに理解しています。また、その定

例会の中で、非常勤嘱託員という文言が松前町病院事業職員の給与の種類及び基準に関す

る条例の中にないのであれば、その時に改正したらいいんじゃないかというふうにいって

いると。当時の事務局長がそのようにいっています。ちゃんと申し出ています。で、町長

部局が条例改正案の文面も用意していたというふうに聞いています。ですが、それは予算

委員会の中だった、予算委員会の途中だったので、予算委員会を中断して本会議を開いて

というふうにはならないと。議会は生き物であると、そういうことは出来ないということ

で、条例改正がなされぬまま、その定例会が終了しています。私が聞いてますのは、松前

町の役場の本体に関する非常勤嘱託員の要綱を準用しようと。或いは条例でしょうか、を

準用しようということになったというふうに後から聞いています。

３月２０日の夜、私は町長に○○氏を管理者補佐として、非常勤嘱託員として雇用した

いというふうに申し上げましたが、駄目だと、認めないというようなことでございます。

一般に病院事業管理者として、非常勤嘱託員をですね、病院管理者と、病院事業管理者補

佐として、或いは病院事業副管理者として任命することは何ら問題ないというふうに、他

の事例から私は聞いて承知しております。まあ、それはならないということでしたので、

２１日私は町長部局を訪れまして、管理者の裁量で○○氏を病院事業副管理者として雇い

ますというふうに申し上げました。町長は認めませんというふうにおっしゃいました。

また、その後事務局長と、事務局長が、当時の事務局長が町長室に呼ばれて、また私も

同行しまして、とにかく副管理者も病院事業管理者も、あっ、ちがうな。副管理者も管理

者補佐も駄目だと。いうふうにいわれています。また、２０万の人件費については４０万

では駄目だと。議会の議決を通ってると。答弁してると。答弁に拘束されるというふうに

聞いています。私としては総予算の、人件費の総予算の範囲内であればそれはよろしいと、

そういう理解でございます。

３月２９日の金曜日の夕方、私は○○総務課長に文書を渡しました。○○○○氏を非常

勤嘱託員管理者補佐として月額の報酬４０万円で雇う。○○○○氏を非常勤嘱託員看護部

統括責任者として月額報酬４５万円で雇う。それから、管理者の権限で定めた松前町病院

事業非常勤嘱託員の任用に関する取扱要綱。これを○○総務課長に渡しています。

３０日、当時の○○総務課主幹から当時の事務局長に町長の文書が渡されています。○

○氏の非常勤嘱託員としての採用は認めないと。○○氏は臨時的任用職員として４月１日

から採用する。なお、非常勤嘱託員としての採用は今後協議する。３月２８日付けの非常

勤嘱託員の任用に関する取扱要綱の設置については、施行時期を含め再度協議したいとい

うことをいただきました。

３月３１日夜、私は○○氏、○○氏に辞令を院長室で交付致しました。

４月１日、朝７時半。町長が私に会いたいという、そういう伝言が私の携帯電話に前夜

副町長から入ってましたので、私と○○○副院長で待ってましたところ、９人の方々が現
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れました。○○町長、○○副町長、○○総務課長、当時のまだ辞令が交付されていない○

○総務課主幹、現病院事務局長、○○総務課、当時の主査、現主幹、○○病院事務局主査、

現次長、○○事務局主任、○○○新主査、○○新主査。この９人が現れまして院長室に座

りました。私と○○○副院長が取り囲まれた形になります。町長はこの人事は認められな

いということでした。私は、病院事業管理者の権限としてやらせていただくと。こちらの

裁量ですと。同意人事規則には当てはまらない、このように申し上げました。町長は辞令

交付を実力で交付、実力で防ぐ覚悟であったというふうに聞いております。

その後、通常の辞令交付式がなされ、また、４月１日役場で、役場の辞令交付式がなさ

れました。それ以降、４月２日、３日、連日のように町長部局から人がきたり、町長室に

呼ばれたりして協議を重ねてまいりました。

４月３日水曜日１１時半、町長室で町長は、○○を雇うつもりはない、認めない。３月

２９日の書類の出し方はひどい、絶対認めない、こうおっしゃいました。あの報酬は認め

ないと。議会で２０万で通ってる、認めない。そんなことでした。私は繰り返し、この人

材は必要であると。どうしても必要であると。なんで病院が上手くいってるのは、かわか

りますかと。この方々がいるからですと。看護部長がきてどんだけ病院変わったかわかり

ますか。○○さんが１４年８ヶ月いてどんだけ病院がよくなったかわかりますかというよ

うなことを申し上げましたが、物別れに終わりました。

４月４日木曜日、副町長と○○総務課長が院長室にいらっしゃいました。副町長は町長

名の辞令撤回の文書を私に、辞令撤回の指示の文書を私にお出しになりました。私は、そ

れはまだまだちょっと文書でやるのはまだなんだから、ちょっと引っ込めて下さいよとい

うようなことで持ち帰っていただきました。１７時半に町長と議長が私の部屋を訪れられ

ました。副院長と事務局長が私とともに対応しました。

議長は今回の辞令は５つも６つも法令違反があると。辞令を撤回した方がいい、議会で

の答弁に反してる。今日議会運営協議会があり、明日全員、議会全体協議会が開かれるこ

とになった。そしたらマスコミがくる。撤回した方がいい。こういうふうにおっしゃいま

した。私は、えっ、マスコミがくるんですか、誰が連絡するんですか。マスコミに連絡す

る議員が出てくるんです。議員が地元に帰って町民にしゃべるんです。公開なんですか。

公開だ。秘密会でやることも出来るが公開だ。議員に守秘義務はないんですか。ありませ

ん。どこが法令違反なんですか。私共としては適法なんですけども。議長のおっしゃるの

はなんですかと。予算に議会での議決に反していると、それが一つだと。私は先程申し上

げたように、自分としては人件費の総予算額の範囲内でやればいいというふうに承知して

いるというふうにお話しました。

他の点はどこですかと申し上げたら、議長は詳しくみてみないとわからない。その内容

を翌、翌週月曜日にくださったわけですけどね。院長、撤回した方がいい、全体協議会が

開かれるよ、撤回した方がいい。延期していただいた方がいいんじゃないでしょうか。も

う招集したから、撤回することは出来ない、延期することは出来ない、絶対出来ない。撤

回した方がいいよ。町長も議長にその場で議長、延期したらいいんでないすか。延期でき

ませんか。絶対出来ない。撤回した方がいいよと。撤回するとは今は申し上げられません。

今は申し上げられませんと繰り返し申し上げました。前段で、それまでの数日間副町長に

撤回したらどうなるんですか。いやいや、それは撤回してみなきゃわかんない。撤回しな

かったらどうなるんですか。いやいや、それは撤回してみなきゃ、しないようになってみ

なきゃわかんない、と。じゃあ、どっちになってもわかんないんですね。そうだというこ

とでしたので、私は議長に撤回してもどうなるかわかんない、撤回しなくてもどうなるか
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わかんないっていわれてるのに、撤回すること、撤回するとは今はいえませんというふう

に申し上げました。撤回した方がいい。撤回するとは今はいえません。撤回しないんです

ね。いいえ、そんなことはいってません。撤回するとは今はいえないと申し上げてるんで

す。いいんですね、それで。それでいいです。明日全員協議会開かれますよ、マスコミき

ますよ。いいです、撤回するとは今はいえませんと申し上げているわけです。昨年から誠

心誠意申し上げてきました、病院事業管理者は駄目、勤務延長も駄目、再任用も駄目。も

う一回文書で勤務延長お願いしても駄目。私がこれ程必要だといっている人がいなくても

いいんですかと。撤回した方がいい。今は撤回するとはいえません。本当にそれでいいん

ですね。いいですと。それで町長、議長がその場を立ち去られました。

４月５日金曜日。議員全体協議会、或いは全員協議会というんでしょうか、いわゆる全

協と略すようですけどこれが開かれています。１３時半から１５時頃まで開かれたと。１

５時５８分、○○事務局長から電話がきています。議会事務局と副町長から聞いたという

ことでした。内容は４月１日に交付している辞令については撤回してもらいなさいと、議

会が町長に対して全員一致で求めたと。４月８日までに答えをもらいなさいと全員一致で

求めたと。その後に町長と院長があるべき姿について協議しなさいと、そういう内容だっ

たと。全員一致だったと。全員協議会が開かれたというふうに私は聞いてます。

４月８日、先程申し上げた議長からの手紙。私が違反していると議長がおっしゃる項目

について紙をいただいています。

４月８日、渡島総合振興局環境福祉長○○○○氏、上川出身がいらしています。いやい

や、副町長と話してきたわと。副町長は全員協議会は延期になったっていってたぞ。集ま

った町議の中では辞令撤回という人も多かったと。一方では病院が壊れては困るという声

もあったって聞いてるぞと。だけど、全体協議会は開かれなかったって聞いてるぞ。

その日の夜、町長、副町長、○○総務課長、○○主幹がきています。副町長に全員協議

会について聞いたところ、延会となったと。懇談会のような形式だったと。全員一致では

なかったと。決を取ったりはしなかったというふうに副町長はおっしゃっています。その

時にまたですね、辞令を撤回しなさい、撤回しません、撤回しなさい、撤回しませんと。

報酬の問題でない、４０万という問題じゃないんだという話はしています。４０万円とい

う金額は私の思いです。○○氏は、決して今まで４０万円じゃなきゃ駄目だなんていって

いません。ただ、私は職責に応じた収入があって然るべきと考えるので、現役時代の月収

を大きく下回る、ボーナスも出ません、手当も出ません。それよりも下がっている４０万

円で妥当なのではないかというふうに考えました。そのように繰り返しお話しています。

４月１２日。ある議員から電話いただきました。議会事務局から再度全協が開かれると

連絡があったと。議員、再度とおっしゃいました、この間の懇談会だったはずなんですけ

ど。いや、だけどまた開かれると聞いてるよと。それに全員一致で辞令撤回を求めること

になったというふうに聞いてるんですけど。いやいや、全員一致なんかじゃ全然なかった

よと。他の複数の議員からも、いやいや、この間のは全員協議会だったよというふうに聞

いてます。全員協議会であって全員協議会でない。こういったものがどうやら開かれてい

たようでございます。

４月１５日。町長室で私は○○○副院長と共に、また○○事務局長と共に、町長、副町

長、総務課長、総務課主幹に会いました。今までの経緯、私はこう申し上げました、今ま

での経緯を振り返り、また町長、副町長、議長の言葉を思い出し、様々に考えました。松

前病院での医療を維持し、更に発展させていくためにどのようにしたらよいであろうかと

考えました。地方公営企業法の精神に則り、当方の今までどおりの方針でやっていくのが
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最善であろうと考えます。ぜひ、町長をはじめとした役場の皆さん、また住民代表で在ら

れる議会の皆さんも病院を支えていただきたい。私は、公の場で町民代表の皆さんにご説

明する用意が出来ておりますというふうに申し上げました。そうしましたら、町長から私

に採用撤回を求める文書、指示書が手渡されています。

その直後。ああ、すみません。それで、その日の午後４時頃、副町長から電話がかかっ

てきました。どうですか、あの指示書についてと。撤回しますかしませんかと。私は先程

申し上げたとおりですと、つまり撤回しないということを申し上げました。その直後、役

場の中で管理職会議が開かれたというふうに理解しております。法に基づいて粛々と進め

るという内容であったというふうに理解しています。

１６日１１時に、また、またでしょうか、初めてでしょうか、わかりませんが、全員協

議会が開かれた、議員全員協議会が開かれています。町長、副町長が法に則って処理して

いくとおっしゃったと。

４月１７日１０時、副町長と総務課長が聴聞通知書を持参されました。病院事業管理者

を罷免する予定なので聴聞を行うと。４月２２日９時半から聴聞を開くと。罷免はその後

になるけども、期日は罷免、期日は不明であると。不服申し立ては出来ないであろうとい

うことでした。これ、後で調べますとですね、行政に対する不服、聴聞を開いた後は行政

に対する不服申し立てが出来ない仕組みになってます。もうそれで最後なんですね。で、

その聴聞をわずか準備期間５日間でやると。弁護士と話す暇もないままに、わずか５日後

に聴聞やりますと。それがもう最後ですと。その後は不服申し立て請求も出来ませんと、

そういったものをやるということでした。

私は副町長に住民代表、住民の方々に広く説明する機会をぜひいただきたいと。町長、

議会にお伝えいただきたいというふうに依頼しました。副町長は町長には伝える、議会は

議会だから自分達は取りつげない。議会事務局を通してもらわないと、ということでした。

私はこの罷免は暴論です。松前の医療どうなってもいいんですかと申し上げました。私は

直後、内部で協議しまして、この聴聞通知書に聴聞公開の有無が無とあるので、これは公

開していただこうということで、聴聞通知書について依頼を致しました。広く公開の場で

聴聞していただくようお願い致しますと。これを持って行きましたら、夕方返事がきまし

て、○○課長が返事持ってきました。聴聞通知書に記載事項の聴聞公開については、公開

しないものとすると。こういうのをいただいています。

また、これは町民の代表で在られる議会の方々にも直接説明する機会がほしいというこ

とで、議会事務局長通さなきゃ、どうやら伝えていただけないので、議会事務局長を通じ

て斉藤勝議長にこのように依頼を出しています。「このたびの非常勤嘱託員の採用の経緯

・経過について、また松前町の医療に関する私の考えについて、松前町議会議員の皆さま

にご説明申し上げたく、ぜひともそのような機会をなるべく早い時期にお作りいただくよ

うお願い申し上げます。公開の場でお願いしたく存じます。なお、この願いに対しては文

書により回答願います。」と。これに対して、結果を議会事務局が持ってくるかと思った

ら○○課長がやっぱり持ってきました。先程の町長の回答と一緒に持ってきました。説明

の機会を設ける考えはないと。このような文書が届いております。私は絶望致しました。

説明する機会も与えられない。

翌日、町長、議長、○○総務課主幹が道市町村課、それから道保健福祉部地域医師確保

推進室にいっています。地域医師確保推進室での協議の結果、町長が道に仲裁を依頼する

ということになったと聞いています。

４月１９日、○○事務局長のところに総務課長から電話がありました。聴聞延期の通知
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をしたいと、○○さんがいってます。えっ、聴聞延期ですか。なに考えてんですか、中止

じゃないんですか。話になんないですと伝えて下さいと○○事務局長に話しました。○○

事務局長は間もなくそれをしたんでしょう。間もなく、私にこういいました。副町長から

電話がありまして、聴聞中止の通知をしに伺いたいということでした。間もなく副町長と

総務課長が来られました。私と○○事務局長で対応しました。聴聞の中止についてという

文書を、文書を手渡していただきました。聴聞を中止致します、どうもすみませんでした

と。私は、どう考えても的確性を欠くというのは当てはまらないと思いますねと。町長に

住民に対する説明の機会をというお願いをしたんですけど、どうなったんです。伝えてお

きます。議長が町議会で説明の機会を求める考えがないというのは民主主義の冒とくです

と、私は申し上げました。私は、事務局長、副町長、総務課長に○○氏と○○氏の報酬を

支払うよう手続きを進めてくださいというふうにいいました。本来の支給日は１９日でし

たけども２２日になっても報酬は支払われず、また健康保険も無保険状態です。

２３日、道保健福祉部地域医師確保推進室の室長、参事、主査がいらっしゃいました。

町長部局のところに行き、また私のところにきて仲裁の労をとってくれました。それで三

者が集まり覚書を交わしました。もう皆さんのところにはどうやら写しが回ってるようで

すので。ただ、傍聴の方もいらっしゃいますから、私はここで読み上げたいと思います。

覚書１．松前町立松前病院事業管理者（以下「管理者」という。）は、前事務局長と前

看護部長に対する平成２５年４月１日付の発令を本人の同意を得て撤回する。

２．松前町長（以下「町長」という。）は、上記の発令撤回を確認した上で管理者宛の

平成２５年４月１５日付非常勤嘱託員の採用撤回について（指示）、及び平成２５年４月

１７日付聴聞通知書を撤回する。

３．管理者は本人の同意を得て、平成２５年４月１日付で改めて発令する。①前事務局

長、臨時職員に任命する。経営アドバイザーを命ずる。この経営アドバイザーという職名

は、ちなみに町長が経営アドバイザーだったらいいんでないかとおっしゃった職名です。

月額２０万円を給する。②前看護部長、臨時職員に任命する看護業務アドバイザーを命ず

る。月額２５万円を給する。

４．町長は、松前町立松前病院が地方公営企業法の全部適用であることを充分認識し、

病院運営にかかる管理者の権限を尊重するとともに、病院運営にあたっては全面的に協力

する。

５．町長及び管理者は松前町議会第２回定例会において、非常勤嘱託員を加える条例改

正を行うとともに、必要な規則等の見直しを行う。

６．町長は病院のより効率的、安定的な経営を図るため、平成２６年度施行を目途に、

目途に管理者との協議のもと、任期付き職員の採用などによる必要な病院組織機構の見直

しと、これに伴う条例、規則等の改正を行う。

７．町長及び管理者は地域医療の確保、住民の福祉の向上のため、誠意をもって協議を

行う。

平成２５年４月２３日、松前町長○○○○、松前町病院事業管理者病院長○○○○。

こういったものを取り交わしております。

４月２５日午後４時半。副町長と総務課長が訪れ、このようにおっしゃいました。最初

の辞令を本人から返してもらって新しいのを交付する方向だと。それから、白紙に戻すと

いうことだという理解なので、今まで送付したものをお互いに返して廃棄処分としたい。

シュレッダーにかけたい。なかったことにするという理解だと、いうふうにおっしゃって

います。私は、撤回する旨の文書をもってくるものだとばかり思ってましたので、以下の
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ように述べました。なかったということにするという理解ではありません。このようなこ

と、やり取りがなかったに、なかったことにするというのはいかがなものでしょうかと。

公文書として存在しないようにするのはいかがなんですかと。それは法律違反なんでない

ですか。公文書を廃棄するのはいかがなもんでしょう。保存期間あるんでしょう。こんな

の役人でない私だってわかります。撤回する旨の文書を出すべきである、記録が残らない

のは最悪である。記録は記録として残すべきである、記録廃棄はお互いに自殺行為である

というふうに申し上げました。これに対して副町長、総務課長、いやいやいやいや、文書

を残すと開示請求があった時に開示しなければならない。なんぼでも開示すべきだと思い

ます。辞令を撤回するんだから、３月２９日以降のやり取りもなかったことにすべきだ、

公文書がなくてもお互いのメモは残るわけだからというようなことでした。

で、結局、道の地域医師確保推進室に確認しようってことになって。まあ、どういうや

り取りがあったか知りませんけど、４月３０日、町長から撤回する旨の各種の文書が届い

ております。このようにたくさん届いてます。いろんな書類出ましたので。撤回するとい

う文書届いてます。

５月１日、監査室長から決算審査にかかる資料の提出について（依頼）という文書が私

のところにきています。このようなものがくるのは史上初です。ちゃんと監査していただ

いてますんでね。全部資料が見られるようにして、監査していただいてます。だけども、

改めて出してくださいっていうこういうのがきてます。どういう内容か。提出資料、交際

費及び食糧費の支出状況。誰がいつどこでなに食った。支払の区分。役務費委託料使用料

及び賃借料の支出状況。(３)は修学資金貸与金の状況。誰が借りててどこに通ってって返

済義務の免除がどうなってる、返還金の状況はどうだ。これを５月３１日までに出してく

ださいというふうに５月１日付できています。

この時期忙しい時期です。決算もやんなきゃいけない、厚生局の、昨日あのご質問いた

だいた厚生局のね調査も入る、もういろんな、それから条例改正の準備もしなきゃいけな

い、運営協議会もやんなきゃなんない、議会の準備もしなきゃなんない。この折にこれを

出せというので私は監査室に電話致しました。○○室長が不在でしたので○○氏とお話し

ました。理由を聞いたら、いやいや、いろんな疑義が生じてるから、図面とかと。今まで

監査、私は今まで監査してるはずですと、何もやましいことはないですと、事務局の負担

も考えてくださいと。厚生局、それから決算、運協、議会も控えてるというふうにいいま

した。これ、監査委員を通ってるんですか。監査委員を通してやってんですか。いや、了

解を得てますと。ですけど、このことを監査委員のお一人に聞いたら、いやいや、聞いて

ないよ、それ。なに、それ。それから、数日経ってその監査委員のところに、いやいや、

こういうのやってますという事後報告があったわけでございます。

それ以外にも５月３０日に決算審査にかかる関係書類の借用について、支出伝票出して

ください。これも史上初ですね。史上初です。このようなものが出ているということを皆

さん、承知していただきたいと思います。

もう一つ申し上げておきます。覚書には書いてありませんが、町長の同意を要する人事

に関する規則に関して道が仲裁に入った時に、もっと文言を明確にしなさいと。カバーす

る範囲を明確にしなさいと。わかりましたというやり取りがなされたと聞いています。

まあ、今日、やっとこのような説明をさせていただくことが出来ました。本当にありが

とうございます。傍聴人が昨日より少ないのが残念ですね。ただ、私は事実を正確に理解

してもらえるものというふうに思います。

私は、これ大事なものだと思うので、皆さんに申し上げます。道新読者の声。「私達の
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町立松前病院は一人の医師が特定の診療科目に限定せず、何でも診てくれる全科診療医体

制が充実している上、病院と町民との交流が濃く、気軽に医療相談も出来ることで評判が

とてもいい。その町立病院に年末、消化器検査で一泊入院したが、時間がいっぱいあった

ので院内を回ってみた。院長先生のお薦めもあってか、町民の作品があちこちにいっぱい

展示されていた。さながら町民文化祭の感があって、沈んだ気持ちを抱えて病院を訪れる

患者さんの気持ちを和ませてくれるものと感心した。はみ出す程自由にのびのびと書かれ

た、描かれた絵手紙や、老人クラブの会員さんの笑顔がいっぱいの行事写真、植物の成長

過程を丹念にとらえた力作写真、季節の行事をテーマに縫い上げたキルト、苦心して集め

ただろう植物の花と巧みに配した押し花など、労作ばかりだ。住民に開かれた病院経営を

目指している医師集団と、それに少しでも協力しようとする町民の温かい気持ちがあふれ

ていて、多いに癒された、多いに心癒された検査入院であった。」

こういうありがたい投書を、今年の１月１１日にいただいています。

私は、北海道の僻地医療の充実。日本の僻地医療の充実。日本のプライマリーケアの充

実を目指して医師になりました。北海道新聞の記事を読んだからです。道内には無医地区

がいっぱいある。それを高校１年の時に読んで、あっ、これは自分のやることであると。

それが１９００、それは昭和５５年のことです。３３年前です。未だに私はその気持ちは

変わりません。日本の医療を何とかよくしたいと。

私は本当は道東か道北に行くつもりでした。道東や道北に比べれば松前はまだ恵まれて

います。函館があります、江差があります。江差、道立江差まで６７キロ。函病まで９３

キロです。だけど、そこに行けば、或いは函館に行けば充実した医療を受けられます。松

前病院でも間違わないでくださいね。松前病院でも充実した医療受けられます。ただ、そ

れは私達のレベルであり、プライマリーケアというレベルだと。道東、道北に行こうと思

った。より困っている道東、道北に行こうと思ったんですが、私はいい仕組みが作れなけ

れば徒労に終わってしまうというふうに思いました。

平成１２年から札幌医大の教員として、松前病院のやり取りを度々させていただきまし

た。学生実習の受け入れ、医師の受け入れ。そういったことで病院とやり取りしました。

その過程で○○○○氏とのやり取りが生まれました。松前病院は受け入れがいいなと。

遠隔医療という言葉があります。遠隔生涯教育というのがあります。テレビとかインタ

ーネットでやり取りして、教育しようというものですね。それを私が最初にやったのは大

学と松前病院の間でした。それをやった時にも松前病院はホイホイとやらせてくれました。

当時の○○係長があっという間にいろいろと準備してくれました。最初はテレビ回線で、

ＩＳＤＮ回線でやってたんですけど、ＡＤＳＬにしてくださいといったらあっという間に

準備してくれました。ああ、いいな、こういうところであればいい仕組みづくりが出来る

んでないかと。○○氏と共にやれば、いい体制づくりが出来て、プライマリーケアも充実

させることは出来る、人も育てることが出来るというふうに考えたからこそ、松前町にき

たのでございます。その思いは今でも変わりません。

私は、松前いいねといわれる度に、○○さんのおかげですよと。いやいや、院長のおか

げですよ。違いますと、私はいつもいってます。私は○○氏の吹き上げる風に乗ってる鳥

みたいなものです。風が吹かなければ飛ぶことが出来ません。

報酬の多寡について申し上げます。私は月額報酬４０万が決して多いものとは、高い職

責を担う者にとって、月額４０万が決して高いとは思いません。均衡が大事だと副町長は

おっしゃいます。だけども、実力がある人が、実力が抜きん出てる人がそうじゃない人達

と同じ報酬という理屈は、私は、今の世の中、当てはまらないものというふうに考えてい
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ます。

昨日、一般質問の水道会計の中で、水道代節約するためにパークゴルフ場の芝生枯らし

たらなんもなんない、というやり取りがありました。私は、まさにそれだと思いました。

病院事業は、かつて１１億円の収入があって１３億円出る。１２億円の、まあ、そういう。

２億円少ない収入があると。そういう状態でした。平成２４年度の決算では、見込みでは

１３億８千万円入り、１１億約４千万が出ると。あっ、違う。すいません、ちょっと間違

ってます。それぐらいになってます、あっ、それでいいですか。なってます。たかが２０

万円のお金を惜しんで、これが赤字に転落するということは、私はあってはならないとい

うふうに思います。ただ、私は、今回、○○さん２０万円で申し訳ないと。私は○○さん

の職責からすれば、今までの多くの経験をいかして助言していただくという大切な職責か

らすれば、２０万円はちょっと安すぎると思うと。他の技術職、例えば看護師なり、その

他そういった他の臨時職員よりも安い。それは申し訳ないと思います、本当に申し訳ない

と思います。こういうことがあってはいけないなというふうに思いますが、ただ、今年度

これで我慢してくれというふうに申し上げてます。

私は、まあ、町長が内部基準みたいと。本来は私の権限ですけど、権限で定められる内

部基準みたいとおっしゃるので、わかりました。条例通らないとどうしようもないので、

内部基準みたいと。見せました。技術職以外４０万円以内と当初してありました。ただ、

私は口頭で○○氏は今年度２０万円ですと何度も申し上げました。町長はもっと丁寧にや

った方がいいと。経営アドバイザー２０万と書いた方がいいんでないかというふうに、町

長や総務課長がおっしゃいました。私は折れました。経営アドバイザー２０万。

私は、別に○○氏が未来永劫勤めるわけでもないと思います。あと数年だと思います。

後の人に今までの経験を伝えていただく。病院運営って大変なんですよ。その間、手伝っ

ていただければと。当然、応分の処遇が必要であるというふうに考えます。病院の中って

いろいろ大変なんです。全ての組織がそうだと思います。１３５人も職員がいればですね、

反発する人もいます。内部告発をする人もいるんでしょう、きっと。残念ですけど。だけ

ど、そういうことに対して、自分自身が重石にならなければいけないという気持ちで○○

氏は勤めてくれています。つらいと思います。多くの人々に指を指され、度々役場のＯＢ

が病院を訪れチクチクやる。まだいんのか、おまえ。まだいたんだか。或いは病院の職員

を写真で表示してますね。あれについても、なんしに事務局長の横に○○をやってんだと、

何で上なんだと。その表示は○○事務局長が考えてくれたものです。私がこうすれといっ

たものでもないし、○○氏がそうすれといったものでもない。だけど、そんなくだらない

ことについて役場ＯＢが病院にきます。○○、ちょっと話あると。これが正常でしょうか。

優秀な人材は何をもっても代え難いと私は思います。私はどなたよりも、或いは町長に

次いで松前町の町民の医療について考えているつもりです。血税を注ぎ込むと。近江議員

はおっしゃいました。確かに血税は、地方交付税という形で注ぎ込まれています。昨日町

長が答弁されたルール分と。地方交付税、一般交付税いろいろあります。やれ救急告知病

院だ、ベッドあたりいくらだとか、ね、いろいろあります。だけど、赤字補填はしていた

だいてません。不採算地区病院に対する補助金も、これはまあ血税といえば血税でしょう。

回り回って国からきてるわけですから。ただ、それ以外の部分。診療報酬で我々が本当に

もう血の汗流して稼いでいる部分があるんですよ。それはまだ足りないかもしれない。た

だ、不採算地区病院に対する交付金、昨年度１億２千６百万円に上がりました。前は１億

２千３百万円だったんですけど。それ無しでも黒字だと。１億４千６百万円引く、ん、１

億４千３百万でしたっけ、２４年度の黒字。１億４千６百万ですね。１億４千６百万引く
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１億２千６百万。不採算地区に対する交付金が無しで、無くても２千万円の黒字だという

事実を皆さんよくご理解いただきたいと思います。これは我々の、我々の一生懸命な努力

の結果でございます。

確かに制度は変わった。確かに病院経営に対する環境は少しましになってます。だから、

我々の努力だけが全部じゃないんです。だけども、私がくる前、或いは○○氏が病院に平

成１０年に赴任するまんまの医療をやってたら、今の赤字はいったいどれくらいでしょう

か。

道の、道立病院７つあります。私は北海道病院事業改革プラン策定委員会というのの委

員を一昨年の夏から去年の夏まで務めさせていただきました。最初から入れてる分、それ

から赤字補填する部分、７つの病院でこれいくらだと思います、８３億円です。道立病院

の時、ここなんぼ赤字だったと思いますか。私は知りません。平成２年に移管になってま

す、１１月に。だけど、移管受けないば診療所にするぞといわれて受けたというふうに聞

いてます。道とのいろんなやり取りがあった。赤字が続いた。最初は道がいっぱいお金く

れた、東病棟も建てた、機器もいっぱい買った。だけど補助金がない後はずっと赤字続き

です。平成１３年から６年間、町からの、一般会計からの補助はありませんでした。ルー

ル分だけです。平成１３年から６年間繰り入れがなかった後５千万円入り、７千３百万円

の赤字になってます。ということは１億２千万円の赤字だったということですね。その翌

年、○○町長が２億円入れてくださいました。８千９９７万円の赤字でしたので、１億円

ちょっとの黒字になったということになります。その後はご承知のように平成２１年から

一般会計のいわゆる赤字補填無しで１億円前後の黒字会計を続けるわけです。

いやあれ、血税で飲み食いしてる、なんだや。そういうふうな批判の声があるのは私よ

く承知してます。明日の医師を確保するために学生を歓迎して、そのために病院のお金を

使って何が悪いんでしょうか。明日、或いは数年後に全道全国で活躍する学生や研修医が、

に頑張ってねと、松前のことも憶えててねと。ひょっとしたら松前にきてねという意味で

松前の美味しい物を食べてもらうのがどうして悪いんでしょう。身銭もいっぱいきってま

す。自分の時間も多く割いてます。私が学生や研修医を○○○○食堂や○○本店に何十回

連れてってるかわかりません。何十万使ってるかわかりません。その人達をガンビ岱に何

百回連れていったかわかりません。松前の良さを理解してもらいたいからです。ひょっと

したら中には松前にくるかなと。そういう思いからですね。ただ、私が理解いただきたい

のは、近江議員、退職した人がなんで残んだと。そういう次元の問題ではないということ

です。大切な人材は何をもっても代え難いと。その人が２０万で残ってくれるっていって

るんですよ。私は不足だと思いますよ。いやいや、公務員だからバランスが大事だと。私

の父親は○○○○○○でした。私の兄貴は○○○です。現役の国家公務員です。こういう

４０年前の公務員制度、４０年も前の考えを振りかざすのはどうかと思います。今の時代

は６０過ぎても勤めさせるべという時代です。国は再任用の制度を作ろうとしてます。道

にも再任用の制度があります。他の市町村にも再任用制度あるところいっぱいあります。

それは人材を活用しようということじゃないんでしょうか。ぜひ、松前病院のために、松

前町のためにご理解いただきたい。いつぞや、松前、いつぞや北海道新聞に２０４０年の

高齢化率、人口について取り上げられたの皆さんよくご存知と思います。松前町が断然ト

ップです。その時に病院がなくなったら、或いは今の古いままだったらどうなります。今

の病院あと５年ももちません。ボイラーいつ破裂するかわかりません、エレベーターいつ

動かなくなるかわかりません。ぜひ、早く病院を建てていただきたいと思います。つべこ

べいっている時期ではないんですよ。
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町長はおっしゃいます、中学校がある。中学校の建設が先だ。だけど、順番にやってっ

たら追いつかないと思います。医療の確保は大事です。私は自負があります。松前病院が

あるから、住民のある程度の方々は函館に移らずに住んでると。病院がそれなりの医療を

やってるから、函館の病院から患者さんが戻ってきていると、こういう理解があります。

こうい自負です、すいません。こういう自負があります。ぜひ、そこのところをご理解い

ただいて、ご審議いただきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。

○議長(斉藤勝君) １５分間休憩します。

(休憩 午前１１時３１分)

(再開 午前１１時４６分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

１０番。

○１０番(梶谷康介君) ただ今、議長からそういうご指摘ありましたけれども、提出され

た議案の質疑・答弁の場としてはいささか私、疑問を感じております。しかし、事業管理

者の松前病院に対する熱い思いと、今日までの、今日の条例改正に至るまでの経緯経過、

説明はね、それぞれの立場で努力の結果として今日に至ったと。そういう面に対しては真

摯に受け止めております。

本議案第３８号についての審議はね、そのプロセスの審議じゃないんです。ですから、

我々議員としてはね、議決責任をしっかり弁え、そして町民に対する説明責任を感じなが

ら、今後の議案の審議に真剣に取り組んでいっていただきたいなと。まあ、私の気持ちを

含めて提案したいと思います。

○議長(斉藤勝君) 施行日の関係について、病院事務局長。

○病院事務局長(三浦忠男君) 先程の近江議員のご質問、なぜ７月１日からの施行なのか

というご質問でございます。

現在、臨時職員として４月１日から９月３０日までの期間の辞令を交付してございます。

この度条例改正しまして、速やかにですね、安定的な経営と町民に質の高い医療を供給す

るという目的、このためにですね、条例が可決された折に、すぐに７月から施行したいと

いう思いで７月１日施行日ということで考えてございますので、ご理解願いたいと思いま

す。

○議長(斉藤勝君) ２番。

○２番(近江武君) よくわかりました。それと、病院事業管理者の思い、大変心に留めて

おります。ただ、私共がいいたいのはですね、先生の功績、○○さんの働き、充分に理解

しておりますし、町民の皆さんも感謝してるんです。ですから、一刻も早くね、こういう

問題につきましては、早期に円満な方向でもって、もっていただければなという思いで私

が発言したわけでございます。以上でございます。

○議長(斉藤勝君) 他に質疑ありませんか。

３番。

○３番(川内谷進君) 今あの２番の近江さんから今回の議案第３８号についての、それぞ

れご意見がありました。院長、病院管理者の院長の方からは今日までの状況について縷々

説明いただきました。

しかし、今回のこの一連の流れの中は、やっぱりきちっと整理をしながら考えていかな

きゃならないんじゃないのかなと。それは議会としても充分検討しながらやっていかなき
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ゃいけないなというふうに思ってます。

今朝の新聞をみたら、町長は昨日の一般質問を受けて町民に大変ご迷惑をかけたと、今

後は病院、町長と管理者の中で意思疎通を図って信頼関係を早急に作って、病院経営に、

運営にあたっていきたいという思いを述べられてます。これは我々全体の一致した意見だ

というふうに思ってますし、町の職員もそうだろうし、議会もはじめ町民各位も同じ気持

ちだと思ってます。

ただ問題なのは、なぜこういう状況下にあるのかということについては、どうして、こ

のようにしてこの信頼回復を勝ち得るか。そういう環境づくりをどうして作るのかと。こ

こが外れてるわけです。従って、皆さんの思いと我々の思いが一致するにも関わらず、こ

の問題で議論をしていかなきゃならないというのが非常に残念だし、また昨日の傍聴の状

況をみても、これだけ町民が関心を持ってる問題だというふうに僕も理解しております。

そこで、議長にお願いがあります。今回の定例会の、本会議での質問は一人３回が限度

であります。したら、そういう状況からすると、私とすれば今回一連の流れの中で監査委

員、それから病院、今日きていただいている院長先生、それから町長と、こういう形で質

問をしていきたいというふうに思ってます。この一連の流れで一つの方向性を見出さない

限り、これをまた次に結び付けるというわけにはいきませんので、そういう形の中で随時

質問をしていきますので、その後に一括してそれぞれの方々から答弁をいただくという方

法に便宜をお願いしたいなということで、了解していただけるようお願いしたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。

○議長(斉藤勝君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１１時５２分)

(再開 午前１１時５３分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

３番。

○３番(川内谷進君) 議長の方に申し入れをしましたんで、それでは順次質問をしていき

たいというふうに思ってます。

そもそも、今回の議案をなぜ町民が注目したかということについて、まず最初に監査委

員にお願いがあります。先程、院長先生の方からも監査は充分受けてますよと。定期的に

も受けてますし、当然我々にも報告をいただいています。監査委員としては病院会計、事

業会計について随時監査をされている。特に毎月行われる月例監査。それから決算監査と

いうことで、その都度我々に報告されているというふうに受け止めて、それに基づいて我

々は議案審議をしているわけであります。

ところが、今回町立、松前病院の非常勤職員の採用にあたってということで、経済ジャ

ーナル№１５５９号５月２９日、もう皆さんも知ってると思いますけども、病院の会計上

において、処理の仕方について不適正な執行があるんじゃないのかと。及び医大に対する

過剰接待費の支出があるんじゃないのかと。こういう報道がなされました。監査委員もこ

の問題について質疑を調査をしながら明確に解明する必要があるんじゃないのかと、私は

考えてます。

今日まで監査委員は、その職務の重責に鑑み、常に関係法令を基に適正に、正確に審査

しているものというふうには思っております。しかしながら、火のない所に煙は立たない

という諺もあります。この審議について、この報道の審議について、きちっと精査すべき
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じゃないのかなと、こんな思いを持っています。

先程院長は、審査を受けているから大丈夫なんだという話がありましたけども、こうい

う指摘があがってきた以上は当然我々としても関心を持たざるを得ないし、傍聴の皆さん

にもこういうことについての関心はあるんだろうというふうに思ってます。従って、少な

くとも過去５年間において、旅費と交際費についての支出状況について調査し、議会の方

に報告するようお願いしたいと思いますが、答弁願います。

次に昨日から議論になっております、松前町立病院が本当に黒字なのかどうなのか。先

程の説明だと１億２、３千万ぐらいの黒字が出てますという報告もいただいてます。我々

もそういう認識で思ってます。過去には１億円以上の赤字を出しながら、トータルで累計

で１億、１３億ぐらいの赤字を計上した時期もあったというふうに記憶してます。この間

における病院の努力、それからそういうものに対する、改善に対する病院側の努力につい

てはね、今日までの敬意をはらっていきたいというふうに思ってます。で、その大きな流

れの中で、病院側としては経営の効率化、再編ネットワーク、経営形態の改善、いろんな

努力をされている。その上で平成２１年からの病院、松前病院の改革プランというものを

制定しながら今日まで病院運営をなされていると。この間の苦労については皆さんもそん

なに大差はないんじゃないかなというふうに思ってます。

ただ、ここで先程からの説明もあるように、私自身としては決して病院の経常経費の収

支のみでこの状態になってるというふうには、決して思ってないです。昨日も地方交付税

の云々の問題もあります。それから、国の補助金の問題もあります。それから町の一般財

源からの支出の問題。いろいろあると思うんです。私とすればそういうものがトータルし

て黒字がなっていると。我々としては病院の黒字については返してもらうという手続きは

とらないで、次の財政の運営にあたっていただきたいというふうに考えてますんで、この

辺についてね、本当に、僕自身がそういう捉え方をしていることについて、監査委員とし

てはどういう見解を持っているか説明をしていただきたい。

○議長(斉藤勝君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１１時５８分)

(再開 午前１１時５９分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

３番、どうぞ。

○３番(川内谷進君) だから、今回のね、議案第３８号のね、松前町町立病院職員の給与

の種類及び基準に関する条例の一部改正。なぜおきてきているのかっていうことなんです

よ。ここが明確にならないと、先程の院長の説明の中でも縷々いろいろ経過があります。

だけども、この条例を、なぜこういう条例が今必要なのかっていうことについては、やっ

ぱり経過も引っくるめて議論していかないとわからないだろうというふうに思います。た

だ、条文が出てきました、条文に基づいてどうですかと。

例えば、この条例の中で出てきているように説明理由として、病院事業の持続、安定的

な経営と町民に質の高い医療を供給する、続けることに優秀な人材を確保していく必要が

あると。非常勤嘱託員を採用する仕組みを構築する。条例の一部を改正する。こういう形

の条例改正であります。そうすると、こういう支出の問題、こういう状況下にね置かれて

いるということが明確にならないと、この条例が必要なのかどうなのかってのがわかって

きません。従って、僕らはそういう形で、やっぱりこういう問題がこの中に入ってんであ
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れば、この条例を生かすか殺すかは我々の判断に委ねられていくしかないっていうことな

んです。

ただここをみてね、優秀な人材です。じゃあ、どう優秀なのか、何故それが今必要なの

か、何故こういう状況になってるのか。この辺について明確にしないと町民はわからない

ですよ。そこのところを僕らはいってるんです。ただ条文だけみて、条文でいいですか悪

いですかと。この失敗を我々やったんです。なぜやったかというと、昨年の９月の定例会

で病院経営者を管理者にするという条例を、我々はのんだわけです。賛成多数で決めてし

まったんです。その結果が、今こういう問題が起きてるんです。

あの時に、じゃあ、先程の院長の説明の中にもありましたけれども、そういうことをす

るために条例を作ってもらったんだと。作ったんだと、こういう言い方してますよ。そう

すれば、我々とすればなぜその条例の時にそういう説明をしていただければ、果たしてそ

の条例がいかったのかどうなのか。ただ、本来であれば、僕の個人的な考え方すれば、そ

の２５年９月の定例会の条例そのものを潰したいんですよ。だけども、それはいろいろな

経過もあって、年数もかかるという手続き上の問題があるから出来ないということで、と

りあえず今回の条例は、やっぱりいろいろなこういう問題があるから駄目ですよって話に

なっていかなきゃならないじゃないですか。

○議長(斉藤勝君) 川内谷議員の一回目の質問を留保します。

昼食のため休憩します。

再開は１３時５分とします。

(休憩 午後 ０時０２分)

(再開 午後 １時００分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

１番の１回目の質問から再開します。

２番。３番。

○３番(川内谷進君) 午前中に引き続き、質問をさせていただきます。議長の方には１問

目は全体の質問終わった後で答弁をいただくということでご了解をいただいておりますん

で、続行させていただきたいと思います。

次に、院長に質問をしていきたいというふうに思ってます。特に今回の議案第３８号、

この内の特に問題になるのは、委託業務の経営アドバイザーの業務。それで非常勤職員を

新たに任用して、嘱託員として任用したいということであります。ただ、そこで少し伺っ

ていきたいなというふうに思ってます。本当にこの条例が必要なのかどうなのかっていう

ことが問題になってくるんだろうというふうに思ってます。

今回のこの議案、嘱託業務ということになって、非常勤職員の身分については技術職員

と、それと技術外職員ということで、７月１日から実施をしたいという条例改正案だと思

います。これは、病院管理者である院長の強い希望だというふうに聞いております。従っ

て、我々とすれば、この条例をどういう形で理解していけばいいのかなというふうに思っ

てました。

事の発端は、今年の３月２８日ですか。院長の方から非常勤の職員を雇用したいという

ことで出てきました。その最たるものは平成２４年の９月の定例会で、私共が承認しまし

た町立松前病院の院長を業務管理者に指定する設置条例、これを議決したことによって今

回の問題が生じているということで、全く議会としても責任はないわけではないんであり
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ます。当初、我々とすれば病院からこういう問題が出た段階で、院長として少しでも仕事

がしやすいっていうことであれば、管理者としての任命もいいんじゃないのかということ

で、それぞれ議員の皆さんが賛同をして決定をしたということであります。ただ、若干そ

こで先程の院長の説明を聞いてみますと問題有りかなというふうに思ってまして、最初か

らこういうことを想定して条例改正を要求してきたということについては、全くそこをチ

ェック出来なかった我々の責任も大きいんだろうというふうに、今、厳しく反省をしてい

るところであります。

従って、今回の３月２９日にくる訓令第１号松前病院業務非常勤嘱託員の任用に関する

取扱要綱ということが院長から出されまして、ようやく、ああ、事の発端はこういうこと

だったのかっていうのが理解をしました。当然、町長としてもこの嘱託員の任命について

は同意は出来ないという文書を出されたというふうに聞いております。

そこで院長に伺いたいと思います。まず、一連の流れで○○院長としては、町長が今回

３月の２５日ですか。で、撤回要求をしたことについて院長としては承認出来ないと。定

年退職した事務系の職員に嘱託員として条例の改正をしたいということが、今回の問題だ

というふうに思ってます。従って、その職員の業務をどのようなものに、これは僕らから

すれば事務職員のアドバイザーとしての業務、経営アドバイザーとしての業務というふう

になってますんで、その内容とすればどういうことなのか。先程はいろいろな業務で力を

協力していただいてるということなんだろうけども、その辺の関係について他の職員には

代え難いのかどうなのか。

それから、当面は３年間を想定しているようでありますから、それ以降についても本人、

延期も有り得るみたいな書き方になってます。従って、今回の条例の中身からいくと、い

つからいつまで、どういう作業をさせようということでこの条例が必要だというふうに院

長は考えられているのか、説明を願いたいというふうに思ってます。

２点目は、今回の一連の人事の流れで僕らも報告受けてる、おりますけども、２４年の

９月以降の定例会で我々とすれば管理者として承認をされた。私達とすれば、病院の医員、

医員ですか。病院の医員ですね、医者、お医者さんとか看護師とか薬剤師と。こういう部

分の嘱託に関してはね、僕はなんら問題ないんだろうというふうに思ってます。まさに院

長がいうように余人をもって代え難い。僕は当然だと思ってるし、こういう人達が非常勤

の嘱託員に採用されることについては問題ないんだろうというふうに思ってます。町民の

多くも理解していただけるんじゃないかなというふうにも思ってます。なぜかというと、

病院の医師等の皆さんにおいては資格を有しておりますし、国家試験等の資格も有してい

る。そういうことで他人にそれを替えてやるということには、なかなかなり得ないんだろ

うと。そういう意味では専門職としての職員の皆さんのご尽力は、それはそれで認めてあ

げるのが当然だというふうに思ってます。

ただ、今回の事務職員の３月３１日付をもって定年退職した職員に対して、余人をもっ

て代え難いと。優秀な人材を確保するためには条例まで改正しなきゃならない。こういう

要請だというふうに思ってます。

従って、院長としてはその該当する職員がどのような資格をもっているのか。または、

どのような優秀な人材だという位置付けをされているのか。本来であれば、そういう優秀

な事務職員であるならば、自分が定年退職することも想定されてる中で、後輩の職員に対

して引き継ぎ、事務の引き継ぎと指導、助言を与えるのが当然であって、私がいなければ

跡継ぎがいませんよみたいな物の考え方っていうのは、逆にいうと余人をもって代え難い

優秀な職員という判断は成り立たないんじゃないかなというふうに思ってます。そういう
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状況で、このような町政全体を混乱させるということになれば、責任を取って処分をする

という部分も含めて、当然あって然るべきでないのかなと。そういうふうに僕自身は考え

てますんで、この点について院長の考え方を聞きたい。

３点目としては、今回の病院長の、病院管理者としての責任の範囲っていうことなんで

すね。だから、今回、そもそも我々が議会や多くの町民達がいっているのは、いつでもど

こでも安心して安全な受診が受けられるということを想定しながら院長先生はじめ、病院

のスタッフにお願いをしてるし、今日までの努力については誰しもがそれには反対もしな

いし、我々議会としてもそれに対して全面的なバックアップをしてるということについて

は、異口同音に問題はないんだろうというふうに、僕自身も考えてます。

しかし、今回一連の非常勤採用にあたっては、私共議会としても解決するに、何らかの

形で解決すべきだということで議員協議会を２回開いて意見統一をしました。先程院長の

話では反対の人の意見もありましたと云々の発言もありましたけども、正確に伝わってな

いなと僕は思ったんです。僕もそれに参加しておりますが、最終的には議会としては意見

統一して病院の方に申し入れをしましょうということで、町長の方に申し入れた経緯があ

る。確かに議論ですから、いろんな議論はあったというふうには僕も思ってます。だけど

も最終的に意識統一して、それでこの問題に処理にあたっていただきたいなというふうに

町長にお願いした経緯はそのとおりであります。

ところが、ここで問題なのは、病院長としての管理者としての権限と、町民を代表する

松前町長としての権限が、今回のように意見を齟齬した場合、どちらの意見を尊重、お互

いに相反している場合にね、どちらの意見を最終的に協議の中で取り上げるのか正しいの

かどうなのか。院長自身はそれを何が何でも町長じゃなくて私の考え方の方が優先すると

考えられているのかどうなのか、そこの部分についてご教示願いたいと。これが院長先生

に対する僕の質問であります。

最後に、松前町長に対する質問をさせていただきたいというふうに思ってます。ちょっ

と、すみません。

町長に対する質問です。町長に対してはね、今までの経過もありますんで、それから関

係の流れがあるんだろうというふうに思ってます。３８号に対して自ら要求をしてきて、

条例改正の要求をしてきてるわけですから、中身はわかってるというふうに思ってます。

そこで、町長には伺いたいと思いますけど、今回の条例改正について、なぜ一部条例改正

が必要なのかと。なぜ、しなければならないのかと。

本来、病院の事務職員の非常勤職員としてちゃんと雇用してあげれれば問題はないので

はないのか。あくまでも今回の場合は技術職員じゃなくて事務職員の採用であります。当

然、事務職員としての連帯なり、関係の調整が必要だというふうに思ってますんで、そう

いう意味からすると、条例を改正してまで事務職員のために条例改正する必要があるのか。

これが僕の考えです。

次に、先程院長にも聞いたんですけども、院長と町長とが相反する状態。そういう状況

になった場合、僕は最終的には町長の責任だというふうに思っています。財政面、それか

ら経営面からしても最終的には町長の判断が優先されて然るべきだというふうに思ってま

すし、そのことが結果として町民の理解を得られるんじゃないかというふうに思ってます

んで、その辺についての町長の見解を受けたい。

そういうことからすると、今回、議案第３８号は非常勤職員の嘱託員となってるけども、

技術職員の問題については僕も理解します。当然、そうあるべきだというふうに思ってま

す。ただ、今回の条例改正は主に非常勤職員である経営アドバイザーなる業務を運行する
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ために条例を改正してほしいと。当然、ここの部分については非常勤職員としてね、活用

して充分対応出来るじゃないですか。例えば、今、６ヶ月で雇用します。だけどこの仕事

がもうちょっと長引くから、もう一回非常勤やってくださいと。本人さえ同意していただ

ければ、充分対応出来る仕事だというふうに思っています。

それから、先般僕もちょっと病院の方で話を聞いたんですけども、この問題を処理する

にあたってなに考えなきゃならないかっていうと、町長が発令している事務職員が７人程

いますよね。○○事務長はじめね。その人と院長と、まあ、○○事務長が話し合いをして、

その結果として嘱託員の職業が必要だということであれば、非常勤職員として活用すれば

充分だというふうに考えてますんで、その辺についての運用上の扱いは充分出来るんじゃ

ないかと、僕は考えています。従って、条例を改正してまで非常勤職員をする必要はある

とすれば、何なのかと。逆にその裏を考えざるを得ないみたいな状況にありますんで、町

長としてどう考えられているのか聞かしてください。

それと、今回なぜこんな大きな問題になってるのかっていう最大の問題は何かっていう

ことでね。退職者事務職員に対する、なんていうかな、差別みたいなものがあってね。本

当に大変だろうと。特に大きな声を出してるのがね、役場のＯＢの元管理者なんですね。

同僚職員なんですよ。なぜ、こんな問題が起きるのかと。

多くの元管理者は今何やってるかっていうとね、町内会の役員やってみたり、ボランテ

ィアで草刈りやってみたり、ね。いろんな各種団体の役員を引き受けてみたり、そういう

ことで無報酬で今まで自分達が管理者やってきた時に、地域の町内会のいろんな人にお世

話になったと。そのことを考えながら貢献していこうということでね、考えてる。そうい

う中で彼らが怒ってるのはね、じゃあ、４０万も払って、なぜそこで事務職員が働かなき

ゃなんないんだと。あまりにも酷いんじゃないかっていうのが、これが率直な意見であり

ます。当然、町内会なんかでも昨日あたり議論してて、今の生活実態から考えれば、確か

に病院ってのは給料が高いからいいのかもしれませんけども、あまりにも無謀じゃないか

っていうのが、今回の最大の混乱している原因であります。当然、その原因を作ってるの

は優秀な事務職員である小本某でありますから、当然その部分についてはね、厳しく問わ

れても仕方ないんじゃない。同僚の仲間からしても厳しく問われるというふうに思います

んで、町長としてはその辺についての、任命権者としての立場でのご発言をお願いしたい

ということで、それぞれ関係者から説明をお願いします。

○議長(斉藤勝君) １点目、藤﨑監査委員。

○監査委員(藤﨑秀人君) 議員から２点についてご質問をいただきました。

まず、１点目でございます。毎年４月１日にその年度の監査計画、そして基本方針を定

めまして、そして、町長はじめ関係機関の方に通知をしております。それに則って、ただ

今決算審査を進めております。決算審査は、議員ご承知のとおり、その年度の事業の締め

くくりとなる大切な審査でございます。当然来年度にも、この審査意見等が反映されてい

くという内容も含まれております。

この審査にあたりましては、その都度必要な書類の提出をいただいています。当然、公

営企業等については法に定められた事業報告書はじめ、付属資料等が提出されます。しか

しながら、その資料だけでは監査が充分でないというふうに判断をした場合には、やはり

必要な資料を求めるということになります。そのような手順に従いまして、現在審査中で

あるということでご理解をいただきたいと思います。

２点目でございます。地方公営企業法の精神といいましょうか、三条に記載されており

ますけども、健全経営、そして住民の福祉の向上。これを基本にしております。そして、
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営業にあたりましては、当然企業性を発揮して、その収入、支出でもって経営し、利益を

出していくというのが公営企業法でございます。

しかしながら、それだけではどうしても不足を生ずるという場合においては、地方公営

企業法において補助の規定もございます。町長としてはやはり町民の医療を守るという信

念に基づきまして、管理者と協議をしながら健全経営に向けて補助をしているというふう

に受け止めております。今後も監査委員の立場としては、健全な経営を期待しているとい

うことでございます。

○議長(斉藤勝君) ３点目、４点目、病院事業管理者。

○病院事業管理者(木村眞司君) ご質問内容につきまして、私からお答え致しますが、事

務的な部分については後程事務局長から答えさせていただきます。

ご質問に答える前に、必ずしも私に、私いただいた質問、私、ちょっと把握しかねる部

分ありましたので確かめさせていただきたいと思います。

一つ目は経営アドバイザーの、すみません。こっちです、すみません。職員の業務内容

ですね。余人をもって代え難いということなのかと、延長があり得るのかと、いつまでな

のかというようなことだったと思います。

二つ目のご質問は、資格がない事務職に関してこのような非常勤嘱託員の制度は必要な

いのではないかと、いったいどうなんだろうかということだったと思います。

３点目は、管理者の責任の範囲というものがあろうと、権限というものがあろうと。そ

れが町長の権限と相反する場合、どちらが正しいのかと。何が何でも私の考えを、が優先

するということなのか、というご質問だったと思います。よろしいでしょうか。

ご質問に答える前に、いくつか川内谷議員のおっしゃった中で事実関係にちょっと違う

部分がありますので、申し上げておきます。

去年の議会の９月の定例会では、私を病院事業管理者にすると議決がなされたのではな

いというふうに理解しております。病院事業、それまでの病院事業管理者を置かないこと

が出来るという定めから、病院、そこを取っ払って病院事業管理者を置くことが出来ると

いうふうに条例改正がなされたはずでございます。それを受けて町長が１０月１日付で私

を病院事業管理者に任命されています。ですから、あくまでこれは議会の承認人事ではな

くて町長の人事です。そのことを申し上げておきます。

一つ目のご質問にお答え致します。経営アドバイザーの業務について、まず、これは非

常に大所高所から病院の運営経営について助言をもらうということでございます。先程も

午前中申し上げましたけど、人脈も経験も知識も大変大事でございます。事務職というふ

うに川内谷議員はおっしゃいますが、もう事務職の範囲を超えているかなというふうなの

が私の理解です。ですので、極めて高いそういった能力を発揮してもらうと。ある意味経

営アドバイザーですので、経営というのは補助的業務とは違うということでございます。

３年まで延長出来る。いったいいつまで使うんだというご質問だったと思いますが、１

年毎の雇用で合計３年間まで延長出来る。それよりも延長する場合は、町長の承認を得た

上でというふうに内部基準を考えておりますので、まあ、そのように考えております。現

時点ではいついつまでということは私の念頭にはございません。

途中ですが、事務局長から経営アドバイザーの業務についてお答え致します。

○議長(斉藤勝君) 病院事務局長。

○病院事務局長(三浦忠男君) 経営アドバイザーの業務でございます。院内で病院の職員

にも周知している内容でございますけども、今、管理者がいわれたとおり、まず第１点は

病院の経営運営に関する全般的なアドバイスでございます。その他に個別の業務について
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もお願いしているところでございます。日本プライマリーケア連合学会北海道支部に関す

ること。更に経営企画会議に関すること。これは月１回、院内で毎月１回、経営、それと

病院の企画、それらに関する会議がございます。この関係についてお願いしたいと考えて

ございます。

更に松前ケア会議に関することということで、それにつきましては月１回程度、町内の

施設との情報交換してございます。南殿荘はじめ、社協のケアマネージャー等々といろん

な事案に対して検討してございます。これらの業務もお願いしたいと考えています。

更に院内のケースワーカー的な業務も、今、お願いしようと考えているところでござい

ます。以上でございます。

○議長(斉藤勝君) 病院事業管理者。

○病院事業管理者(木村眞司君) 以上のような業務内容となっております。

２つ目のご質問にお答え致します。医療職については非常勤嘱託員は、の制度は問題な

いだろうということでございました。資格を持っている人は他の人に代え難いからと、こ

ういうふうな仰せでございました。私がいなければ駄目だと○○某がいっている、原因を

作ってるという仰せは、ちょっと不穏当かなというふうに私は思います。それは事実に反

することだからでございます。

で、資格が全てではないというふうに私は思います。高度な知識、経験、見識、判断力、

企画力、組織力。こういったものを示す資格が世の中にありましょうか。そのような高い

能力を推し量る資格はございません。資格がないからといって技能がないわけではない。

高いレベルの仕事をもった経営アドバイザーなり、その他の人を雇う非常勤嘱託員の制度

は病院事業の今後の発展のために、ぜひ必要であると。こういうふうに考えておりますの

で、それがお答えになるかと思います。

○○アドバイザーを雇うためだけにこの条例改正を行った、行っていただきたいという

ことではございません。どなたからもそのようなお話は出ていないかと思います。他の職

種もあります。技術職、いろいろあります。資格のない様々な職種もあります。そういっ

たものを機動的に雇用して病院事業の発展、住民サービスの向上に努めていくと、こうい

うことでございます。

なぜ、このような非常勤嘱託員制度が必要か、理由を申し上げます。一つには昨年から

町長や議長がおっしゃってるように、非常勤嘱託員として雇ったらいいんでないかと。こ

のようなご意向がありますので、ぜひそれを適えていただいたらいいんじゃないかと。こ

ういうことでございます。もう一つは、先程来申し上げている病院事業の発展のため、維

持のため、松前の住民のため、周辺の町の町民の健康のためでございます。必要な人材を

確保していくと。

３つ目、覚書の履行ということでございます。町長が道に仲裁を依頼されました。仲裁

には、第２回定例会で非常勤嘱託員について条例改正を行うというふうに書いてございま

す。この覚書に書いてあることをぜひ適えていただくためにも、この条例改正は必要と考

えます。

最後のご質問にお答え、あっ、もう一つお答え致します。管理者の責任の範囲はなんな

んだと。町長との権限と相反した時に、考えが相反した時、どちらが正しいのかというこ

とです。

事業管理者の権限について申し上げます。事業管理者の権限は病院事業の執行権及び代

表権を有する。もう一度申し上げます。病院事業の執行権及び代表権を有する（町の権限、

これは首長ですね、首長の権限に留保されたものを除く。）ということでございます。町
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の権限に留保された事項は以下の４つでございます。

１．予算の調整、２．議案の提出、３．決算の審査、議会の認定、４．過料を科す、こ

ういうことでございます。それから、人事の一部についても町長に権限が留保されてます。

なので、それに関して町長の同意を必要とする規則というのがあるのでございまして、主

要な職員に関しては、地方公営企業法にありますように、主要な職員に関しては町の同意

を要するというふうになっておって、去年の１０月１日、そのような規則が定められたと

先程答弁したところでございます。

私は、まあ既に２０万でいいと申し上げてますのであれですけど、４０万円が決して差

別だとは思いません。役場の、支所の事務をしている役場のＯＢの方々が１５万円でやっ

てる。経営アドバイザーが２０万円でやってる。或いは私が当初出した辞令、撤回した辞

令に４０万だと。これは差別だとは思いません。職務の内容に応じた応分な報酬であると

いうふうに考えております。職責、内容、それに対する高度な知識、経験、技能。こうい

ったものを反映した報酬があるべき姿かと思います。以上です。

○議長(斉藤勝君) ５点目、６点目、町長。

○町長(石山英雄君) 川内谷議員のご質問にお答えしたいと思います。

この時期での条例改正の必要性だと、必要性をご質問いただきました。私、今まで○○

病院事業管理者とは、この件につきまして長期間に渡りまして協議してきたところでござ

いまして、事業管理者が切々と職員、優秀な職員がいるのでというふうなことでいろいろ

協議を続けてきたところであります。私はそれを認めておりました。今まで職員を使わな

いと、雇用しないといった覚えは一切ありません。それで、先程管理者いったように、嘱

託職員という方法がありますねということで今まできておりますし、今回この条例改正に

向けての一連の協議の中で、この時期に皆さんご存知だと思うんですが、今、町長部局で

は嘱託職員の規定がございまして、今、管理者いうように支所で今１５万で働いていただ

いておりますので、今回病院の条例関係にその規定がありませんので、３月の定例会の段

階で６月で条例或いは規程の精査をしましょうというふうな暗黙の合意があった中で、３

月の議会、ご理解いただいたというふうに思っておりますので、この６月の定例会におい

て、明文化した条例、規定を整備したいというふうな思いが私と事業管理者にあるもので

すから、今回提案させていただいたところでございます。

それと、２点目の町長と管理者の責任っていいますか、これにつきましては、私はあく

までも管理者の任命権者でありますので、任命権者と設置者であります町長と管理者の関

係は、任命権者と任命受ける立場というふうに理解していただければ、自ずと責任の度合

いはわかるものだというふうに思います。最終的には、設置者である私が責任を取るよう

な形になろうかというふうに思います。

それと、臨時職員としてでも充分雇用出来るんではないかというふうな指摘だと思うん

ですが、あくまでもこれは条例で設けることによりまして、町民の皆さんにもわかりやす

い、経営アドバイザーというのがどういう職務なのか。そういう、町民の皆さんにもわか

りやるい条項にしたいと、状況にしたいというふうなことで、あえて非常勤職員を雇用す

るというふうな形になっております。

それから、４点目の退職者との差別であります、その指摘でございます。私も、この関

係につきましては一番気を揉んだ部分がここでございまして、先程もおっしゃいました。

支所の職員は１５万で働いてます。それと、まあ松前の経済状況を考えた場合に、本当に

いくらが妥当な金額なのかというふうなことで、ここの部分が一番気になった部分であり

まして、私は現状、町民の皆さんにご理解していただける金額は、まあ、町長部局で今や



- 72 -

ってます２０万。１ヶ月２０万が限界。限度だというふうな思いで私は２０万を提案して

きているところであります。今、管理者の方から４０万の内容の指摘も、答弁もありまし

たけども、町長と致しましては、町全体のバランス考えた時に、やっぱり２０万が限界で

あるというふうな判断をして示したところでありますので、ご理解いただきたいと思いま

す。

○議長(斉藤勝君) ３番。

○３番(川内谷進君) 大変それぞれのお三方にご答弁をいただきました。それなりにわか

った部分わからない部分、なかなか大変だなというのも率直な感想であります。

特に監査委員の関係ね。日頃いろんな形で監査いただいているっていうことについては

ね、それなりに評価してるし、それを基にして我々は議案審議しているということについ

てはね、問題ないんだろうというふうには思ってます。

ただ今回ね、こういう一連の流れの中でそういう指摘を受けてますんでね。特に食糧費、

旅費と交際費ね。出来れば食糧費も絡めてね、もう一回見直してみて、もし、あの一部に

はなんか資料要求してるみたいな部分もあるようでありますけども、その辺も引っくるめ

てね、すっきりした形にした方がいいんじゃないかなと、そんな思いもありまして、あえ

て出させていただきました。何かの機会に報告していただければなというふうに思います

し、変な噂が立てばまた皆さんにも心配をかけるんじゃないかな。そんな思いで質問させ

ていただきましたので、よろしくお願いします。

２点目の関係についてはね、今後の病院経営の中で、または町政全体の中でね、理解し

ていっていただければなと。そんな考えで取り組んでいただければありがたいなというふ

うに思ってました。

それから、院長さんの関係なんですね。僕は一番今回問題になるのは何かというと、職

員を、まあ、院長さんと僕らの物の考え方が違うのかどうなのかわかりませんけども、経

営アドバイザーという新しい任務をどうしても、その職員の中で採用しなければならない

と。ここの認識が一致出来ないっていうのが大きな問題なんです。

どうしても、その確かに前事務長はね、いろんな１５年という長い歴史を持っておりま

すから、経験もそういう面でもいろいろ豊富なんだろうというふうに僕は思ってます。逆

にいうとね、そういう長い間人事をそこに定着させるっていうのは、ある意味では行政の

在り方としては問題あるんじゃないのかなって気もしてるんです。っていうことは、多く

の場合退職した後にいろんな問題が発生するということもありますんでね。そういう意味

からすれば常に正常な関係で業務を保つという意味からすれば、長期化させて同じ業務を

やらせるってことについてはね、非常に危惧をするというふうにとらえておりますので、

僕は充分非常勤でやれると。嘱託員でなければ出来ないという任務じゃないというふうに

理解してますんで、そこの部分についてのみもう一回院長にお願いをしたいなというふう

に思ってます。

どうしても、そこの何が何でも前事務長がそこに入んなきゃならない。先程、仕事の範

囲等についても○○事務長の方から話をいただきましたけども、当然そういうことは事務

長と院長と協議しながら進めていけば、非常勤としてもね出来るだろうというふうに思っ

てますし、心配なのは将来的には事務長が、前事務長が一人で歩きするような状態になっ

てくると、大変な問題に、責任の所在が明確にならないんじゃないかなと、そんな心配を

してますんで、その辺の経営アドバイザーに対する院長の、出来れば考え方を変えていた

だきたいなと、そんなふうに思ってます。

それから、町長に対してはね、やっぱり任命権者ですよ。やっぱり自信持ってね、駄目
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なものは駄目っていった方がいいんです。そうしないと、ややもするとね、今日僕は聞い

ててね、初めて午前中にね、こんな議論をやってたのかっていうのが見えてきたんでね。

やっぱりけじめっていうものはつける時につけなきゃなんない。ただ、本当にね、この問

題が医者を確保するとかね、資格者を確保するって問題だったら僕はね、町長やり過ぎじ

ゃねえかっていうんですよ。ところが今回の場合は、悪いけども退職して、１５年勤めて

退職した職員がね、再度雇用されなければ病院の運営が出来ないっていうね、この不甲斐

なさっていうのは、僕は情けないと思っています。

だから、そういう意味からすると、やっぱり院長が何といおうと町長としてね、やっぱ

りそれはおかしいという判断をすべきじゃないのかなと、そんな気がしてますんで、再度

決意の程も絡めて教えていただければなと、そういうふうに思ってます。

○議長(斉藤勝君) １点目、病院事業管理者。

○病院事業管理者(木村眞司君) 川内谷議員のご質問を、にお答え致します。

川内谷議員のご質問は、経営アドバイザーがどうしても必要かと。その中で長い間その

職にあるのはどうかと。退職した後、いろいろ問題が発生するとおっしゃったのは私、不

穏当かと思います。

経営アドバイザーは非常勤としても出来るだろうと、嘱託としても出来るだろうとおっ

しゃったので、あっ、この条例をお認めいただけるのかなと思っております、ありがとう

ございます。

私は、経営アドバイザーはどうしても必要だと。○○○○氏はどうしても必要だという

ふうに考えております。午前中からも申し上げてますけど、いつまでも必要だというふう

に申し上げているのではございません。あと数年間、後進が育つまで。病院事業はいろい

ろあるもんですから、後進が育つまで大所高所からやっていただきたいというふうに思っ

ております。ひいては医師確保にも繋がります。今いる医師は○○氏の力なくては、今こ

こにいません。それははっきり申し上げることが出来ます。私も含めて、どの医師も松前

町立松前病院には、○○氏の力量なくしてはこなかっただろうし、勤め続けてはいないと

思います。

そういう点もぜひご理解いただきたい。他の町村が、他の市町村がいかに医師確保で苦

労しているかということは、皆さまよくご存知だと思います。他の町立病院が医師１人で

やってる、２人でやってる。２人が３人になるというようなことで記事になります。我々

は１０人という、質もそれなりです。かなりの面々と私は自負しております。ぜひ、病院

事業が今後発展していくためにも、経営アドバイザー必要というふうに考えますので、そ

れをもって私の答弁とさせていただきます。

○議長(斉藤勝君) ２点目、町長。

○町長(石山英雄君) ご質問いただきました。町長として、病院の設置者と致しまして、

責任の度合い、先程申しました。任命権者としてもですね、今まで同意は出来るものは同

意してきたつもりでありますし、同意出来ないものはしてこなかったのも事実でございま

す。いずれに致しましても今後におきましても、今のような同意出来るものは同意します

し、出来ないものは出来ないというふうな強い態度で臨んでいきたいというふうに思いま

すので、よろしくご理解いただきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 他に質疑ありませんか。

８番。

○８番(西村健一君) 質問する前にお詫び申し上げます。大事な６定に午前中まで、初日

から午前中まで席を欠いたこと、そして、答弁者の皆さまに寂しい思いさせたことに対し
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てお詫び申し上げます。

質問に入ります。重複するかもしれません。資料２の関係で、参考資料２の関係でです

ね、技術職、技術職以外の区別がございますが、下段の方の技術職以外の関係で、経営ア

ドバイザー業務という欄と、その下にその他管理者が必要と認める業務とあります。これ

は右の方にいきまして報酬額も別になっております。その他管理者が必要と認める業務と

いうことは、上の方の経営アドバイザー業務以外の、以外で管理者が必要と認める業務と

このように理解しますが、どういった業務であるのか、その辺の説明をまず受けたいと思

います。よろしく。

○議長(斉藤勝君) 病院事務局長。

○病院事務局長(三浦忠男君) ただ今西村議員から、その他管理者が必要と認める業務、

どんなものがあるのかという質問でございます。

病院事業、様々なニーズがございます。現在必要なもの、また今後必要とされるであろ

う業務等様々なケースを考えてございます。想定される業務でございますけども、現在考

えておるものがケースワーカー、医療ソーシャルワーカー、更に診療情報管理士等、様々

な技術職ではないものの採用も含めて考えているところでございます。

今後、ニーズに合わせてですね、このその他管理者が認める業務という範ちゅうの中で、

今述べたような業務の人間を非常勤嘱託員として採用していきたいと。このように考えて

ございます。

○議長(斉藤勝君) ８番。

○８番(西村健一君) 答弁いただきました。ただ今、事務局長の方からケースワーカー、

ソーシャルワーカーと云々こうありました。

こうした将来想定されるであろうその他の業務、必要と認めるその他の業務。こうした

ものは過去になかった。なぜ、今がこういうものが必要とされるのか。その辺、病院管理

者としてどういう考えに今回なったのか、その辺の経緯についてご説明願いたいと思いま

す。

○議長(斉藤勝君) 病院事業管理者。

○病院事業管理者(木村眞司君) ご質問は、この非常勤嘱託員の条例の内部基準にありま

すような職種が、なぜ今まで定められてなかったのかということでよろしかったでしょう

か。

○８番(西村健一君) 今、なぜ、この時期にこう考えに至ったのかですね。今、それ院長

いったように、以前にということも含まれますけど。

○病院事業管理者(木村眞司君) まああの、昨日来、或いは午前中からの議論でもござい

ましたけど、非常勤嘱託員というのを病院では慣例的に採用していたわけでございます。

病院の医師送迎運転手、医療事務の統括。或いは臨床検査課の技術統括と。そういった様

々な職種に慣例的に非常勤嘱託員というのを雇用して、内規でもってその報酬を定めて雇

用しておりました。

昨年来、当時の事務局長、当時の看護部長を引き続き病院で使いたい。その２人に引き

続き力を貸してもらいたいといった時に、非常勤嘱託員ということが町長から、或いは議

長からお言葉がありまして。本来は勤務延長、或いは病院事業管理者という形で、などで

使いたかったわけですが、正職員としての勤務延長などはならぬということでしたので非

常勤嘱託員でということに相成ったわけでございます。そうなった後で松前町の今回、改

正の案が出ている条例について、非常勤嘱託員の文言が漏れていたということが、その時

点でわかったということでございますので、それを火急的速やかに改正すべきであるとい
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う考え方から、今回このような条例改正を、案を町長が提出されたものということでござ

います。

○議長(斉藤勝君) ８番。

○８番(西村健一君) 最後にもう１点。今、説明受けたその他管理者が必要と認める業務。

今回、これを盛り込もうとした理由につきまして、院長より答弁を受けましたが、まあ、

それはそのとおりだと確認のため質問したわけでございます。

そうした業務の内容に当てはまる業務をする職員っていいますか、非常勤嘱託員ですか。

そうした方が月額４０万の報酬、これは極めて妥当であろうという、そういう確たる考え

方でこの数字が入ったんでありますか。その辺お伺いします。

○議長(斉藤勝君) 病院事業管理者。

○病院事業管理者(木村眞司君) 今のご質問を確認しますが、非常勤嘱託員をこのように

制度化することに関して、月額４０万の額が妥当と考えているのかとおっしゃったんでし

ょうか。

わかりました。これは「以内」と書いてございますので、まずそのことを申し上げてお

きます。４０万円以内。２０万円以内でございます。ですので、全員が４０万とか経営ア

ドバイザーイコール２０万とかとはどこにも書いてございませんので、申し上げておきま

す。

医療職はですね、医療はやはり人材確保が、これも先程来ずっと申し上げてますが、人

材確保が大事です。まあ、どの仕事もそうかと思いますが、病院事業というのは極めて困

難な事業です。公立病院、自治体病院と申し上げましょうか、その大半が赤字経営である

ということの一つは、いかにこれが大変な事業であるかと。儲からない事業であります。

利幅も非常に薄い。自分で料金体系を作ることが出来ない。そういう仕事でございます。

ですが、黒字を目指さなければいけない、そのためにはいい人材がなければいけない。ま

た、内容の良い医療を目指さなければいけない。サービスも良くしなければいけない。そ

のためにはやはり人材が必要なのでございます。良い人材を確保するには、４０万円以内

というのは、私はむしろ少ないんではないかなと思ってるぐらいでございます。

今回看護業務アドバイザーとして、臨時職員として発令し直している○○○○氏につい

ては、臨時職員として現在賃金で月額２５万円となってます。これをせめて４０万円とい

う額にする。私はこれは、これでも少なくて申し訳ないというふうに思ってます。松前病

院に大革命を起こしてくれている人物。今まで３５年間遅れていた、３５年遅れでいた松

前病院をやっと○○氏の力で、また○○氏の力で、それから他の多くの職員の力で２５年

遅れにすることが出来ました。まだ２５年遅れです。まだ平成元年です。昭和６３年です。

それをもっと平成１２年、平成２０年の病院にするためにですね、いい人材はきちんとし

た報酬で雇わなければいけないと。それには、これは最低限の額であろうというふうに考

えております。以上です。

○議長(斉藤勝君) 他に質疑ありませんか。

４番。

○４番(椎名力君) 今まで皆さんの様々な議論を聞かさせていただきました。それで、今

回私もですね、これあの一般会計では非常勤の嘱託員の条例はありますということで、病

院はこれがなかったということで今回、非常勤嘱託員の部分を付け加えて条例改正、一部

改正すると。こういうことですね。

それで、まず、あのこの点、まず１点、ちょっと行政側にまずお聞きしたいんですけど

も、このあの条例を提案するにあたって、これはあれですね、行政と病院側、きちんと話
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をつめてこれ提案してると、こう受け止めてよろしいのかどうか、まず１点確認させて下

さい。

それから、次にもう１点。これは管理者にお聞きをします。今回の条例改正、これはあ

れですか、今日の経緯を踏まえてと、今後安定的経営、それから町民の医療の供給を続け

るためにと、その強い思いがあってこれ提案されているのかどうか、この２点目、管理者

にお聞きをしたいというふうに思います。

それから、もう１点管理者にお聞きを致します。これ、先程から私も報酬単価表の中で

経営アドバイザー、これ２０万円以内とこうなっておりますね。それで、先程からちょっ

と管理者の方からちょっと聞くと今年はっていうようなことが、ちょっと引っ掛かったも

んですから、今後この点を含めてこれはどうして、ね。今後それが変わっていくのかどう

か、この点説明をまずしていただきたいというふうに思います。

○議長(斉藤勝君) １点目、町長。

○町長(石山英雄君) １点目の病院と充分に協議して提案されている議案なのかというふ

うなご質疑かと思います。まさしく、十二分に協議致しましてご提案してありますので、

よろしくご審議願いたいというふうに思います。

○議長(斉藤勝君) ２点目、３点目、病院事業管理者。

○病院事業管理者(木村眞司君) ご質問ありがとうございます。

今回の条例改正の趣旨は、今後の安定的な経営のため。それから医療の供給のためかと

いうことでございまして、全くそのとおりでございます。

非常勤嘱託員というのは、そもそも弾力的に使うための制度であろうかと存じます。役

場の方にその条例が、その非常勤嘱託員に関する決まり事があるのは、まさしくそのとお

りだと思います。病院にとってもそういう制度が必要だということでございます。

二つ目のご質問。今年度は２０万円と申し上げたのは、先程経緯を説明申し上げた時に

申し上げたことでございます。つまり、この条例案を町長部局と協議していた時に内部基

準を見せてくださいと。わかりました、見せますと。それで、当初この経営アドバイザー

２０万円以内というのは私、書いておりませんでした。経営アドバイザー、２０万円で来

てくれるアドバイザーなんてどこにもいませんと。将来、別の経営アドバイザー雇おうと

する時に２０万円で来てくれるような経営アドバイザー、どこにもいませんよと。だから

書きたくないんですというふうに申し上げました。ただ、○○氏は今年度２０万円で雇い

ますからと明言を致しまして、これでやっていただきたいと申し上げたと。そういう経緯

で申し上げたと。

その後、経営アドバイザー業務２０万円ってやはり明記した方がいいんじゃないかとい

うようなことで、以内と明記した方がいいんじゃないかということで、そのような丁寧に

やった方がいいんじゃないかという、町長からのお言葉、総務課長のお言葉がありました

ので、今回のような内部基準になったということでございます。

私は、私の思いは、高度な仕事をする人は、それなりの報酬があって然るべきというこ

とでございます。ただ、今回このような２０万円という内規を出させていただきました。

金額の問題では、金額が問題ではないんです。○○氏が４０万円じゃなきゃ駄目だって主

張しているわけでもないんです。これは先程も申し上げましたし、今も申し上げます。た

だ、私としてはきちんと処遇したいということでございます。

私が、例えばこの報酬を上げたいと、内部基準変えたとしてもですね、それは予算の、

予算を出す時にまたいろいろご質問いただくんではないかと思うので、まあ、それについ

ては今後町長とも協議しながら考えていきたいと思います。以上です。



- 77 -

○議長(斉藤勝君) ４番。

○４番(椎名力君) 答弁をいただきました。それで、第１点目は、ちょっとその点はちょ

っとわかりました。それはそのとおりだと思いますし。

それで、ちょっと２点、３点目、もう一度ちょっと管理者にお聞きを致します。この条

例提案されているということは、当然、これこのあの強い、そういう思いがここにあると

思いますね。それで、今回この条例提案、私が先程聞きましたように安定的な経営と町民

の質の高い医療をするんだということで、その前段で、今までの経緯はどうなんでしょう

か、それ踏まえてるんですかっていうことをちょっとお聞きしましたので、そこのところ

をもう一度お答えをいただきたいというふうに思います。

それから、３点目の件なんですけども、まあこの条例が当然通れば、当然今回のこの報

酬単価表に沿って、これは当然経営アドバイザー業務２０万以内ということになるかと思

います。当然、これ条例ですからね。それ守らなきゃいけないと思います。そこのところ

をもう一度、これは今後、私は今までこう管理者の話を聞いていくと何となく変わってい

くんでないかなっていうような思いもちょっとあるもんですから、これもう一度、これは

条例をちゃんと守っていくってことを、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) １点目、２点目、病院事業管理者。

○病院事業管理者(木村眞司君) すみません、理解力がないので、質問、ご質問をもう一

度確認したいと思いますが、今までの経緯、出したのかという。

○４番(椎名力君) それを踏まえて、今回の条例を提案出したりしたんですか。そのこと

も踏まえて、それからさっきのことを踏まえてですね。

○病院事業管理者(木村眞司君) ええ、そのとおりでございます。今までの経緯も踏まえ

て、やはりこのような、そもそも非常勤嘱託員という制度を実際慣行的にやってたんです

が、まあ条例にその文言がなかったので、と、いうのも今回の様々なことの一因となって

ますので、まあ、条例に欠けていた部分を直すということでございます。

報酬の基準については、これはあくまで内部基準でございます。条例は非常勤嘱託員の

報酬に関する特例だったかな、あっ、違います。お手元の議案第３８号の３枚目の新旧対

照表にあるところですね。第２４条非常勤医員、非常勤嘱託員及びというところですね。

給与の特例というのを変えるという、この部分が条例でございます。なので報酬は内部基

準で決まるんですね。で、繰り返し申し上げますが、本来病院事業管理者がこのように報

酬を内規で定めるということになってますけれども、予算の調整権は町長にございますの

で、私がいつの間にか変えてということにはならないというふうに思います。以上です。

○議長(斉藤勝君) １５分間休憩します。

(休憩 午後 ２時０６分)

(再開 午後 ２時２２分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

他に質疑ありませんか。１０番。

○１０番(梶谷康介君) 私、病院運営協議会の委員なんですよね。これからフルネームで

いわないで「運協」って言葉使わせてもらいます。

運協で事業管理者に対して、本件の質疑を何回か繰り返しております。お互いに心情を

害した場面もあったように私は受け止めました。まあ、それはそれとして、今日のこの議

場での議論を踏まえて、私なりにお尋ねしたい件がございます。
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まず１点。町長にお尋ね致します。私の知る範囲ではね、病院事務局長っていうのは、

病院事務業務の最高責任者だと。私はそう受け止めてるんです。この事務局長が、どうい

う仕事をしているか、こういう文書、私それなりに調べてきておりますけれども、そうい

うものをみた範囲ではね、こういう経営アドバイザー。まあ、いろいろお仕事の中身が説

明されましたけれども、こうしたものが絶対必要なのかどうかっていう疑問持ってるんで

すよ、私。

歴代の議会、もとい。病院の事務局長は、いろんな人が対応して今日を築いてきてます

ね。で、事務局長のお話、もとい。事業管理者のお話の中にね、この松前の病院関係が相

当遅れてる表現をされてますよね。正確な数字は管理者がおっしゃってるんですから、私

からいうまでもないんですけども。非常に私は遺憾に思いますよ。○○事務局長だって病

院に１７年以上もいるんですよ。そういう人を今絶対必要だといいながら、そういう表現

をされるっていうのは、いかがなもんなんですか。まず、それを。管理者、慌てないで。

ちゃんと順番やりますから。

そういう中身を考えますとね、歴代の事務局長で病院を支えてきた人方の、ある意味で

は能力否定されたことになるのさ。本当に。今日も、その内の一人の方が傍聴に見えてお

りますよ。非常に優秀な事務局長さんでしたけどもね。ですから、そういうものを踏まえ

た時に、今の体制と比較してそう表現されるってことは、まあ、お考えをきちっと聞かせ

てもらって、その上でまたお話させてもらうことになろうかと思います。

それから、更にこの資料の３にあります任用期間なんですね。この任用期間の嘱託員の

任用期間が１年とする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は嘱託員として任用され

た日から引き続き、３年を越えない範囲内においてこれを延長することが出来るという項

目がありますね。１年間仕事してもらって、更にこう先をお願いするという場合には同一

人物でありながら、条件の変わっていく可能性。いわゆる次の、次っていいますか、前の

この技術職の報酬のこのランクのね、枠の別な枠にいく可能性もあると。この条項ではそ

ういう受け止め方が出来るんでないかなと。ですから、その辺は同じ人物でありながら１

年過ぎた時に、次の年、またお願いしますっていう時にバンとこの条件が変わっていくと

いう心配が。これ、私心配する何物でないかもしれませんけど、そういう可能性はありま

すよね。その辺はどのようにお考えになっておられますか。

町長に１点と、それから管理者に２点ですね。この３点お尋ね致します。

○議長(斉藤勝君) １点目、町長。

○町長(石山英雄君) 事務局長の職務の関係でございます。私、人事の発令者と致しまし

て、出向職員を派遣しております。出向させております。本当に優秀である事務局長を派

遣、出向させていると思ってますし、本人も頑張って今までやってきております。ただ、

院長が心配しているように、札幌医大との関係の部分を含めますと、院長にしてみますと

若干不足。不足っていいますか、心配な部分があるというふうな部分で聞いていますので、

経営アドバイザーという名の中でいろんな人的な交流、或いは経営のアドバイスを事務局

長が求めた場合には、積極的に応じていただけるというふうな思いでの経営アドバイザー

だというふうにご理解いただきたいと思います。

私は、自信を持って優秀な職員を出向させているというふうに思っております。

○議長(斉藤勝君) ２点目、３点目、病院事業管理者。

○病院事業管理者(木村眞司君) 梶谷議員、ご質問ありがとうございます。

梶谷議員からは病院運営協議会で１０個質問をいただきました、ありがとうございまし

た。また、ご質問いただきましてのでお答え申し上げます。
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私が、病院が遅れているとさっきいったと。３５年遅れが７年半で２５年遅れになった

というふうに申し上げました。もう一回申し上げます。３５年遅れが７年半で２５年遅れ

になりました。まだ２５年遅れてます。

部分的には最先端の部分もあります。だけれども、まだまだ世の他の病院、或いは諸外

国の病院に送れている部分があります。私は永遠に追いつかないと。追いついたと考えた

ら、それはもう医療人として失格だというふうに考えております。常に進歩・発展してい

かなければならない。そういう思いでそのように申し上げてるので、それが責任問題だと

いわれるのは心外でございます。そのような意味で申し上げたのではございません。３５

年遅れであったこと。２５年遅れであったことが梶谷議員、こうおっしゃいました。今の

体制と比較してそういう表現したと。何のことかよくわかりませんが、別にこれはその時

まで事務局員を務めたり、まあ、当時は管理グループといったんでしょうか。管理グルー

プを勤めていた人の責任を問うものでもなければ、今の事務局の責任を問うものでもない

と思います。

ただ、一ついえるのはですね、世の中の病院ってのはあっという間に遅れてしまうんで

す。今と同じことをやったら１年経ったら１年遅れになります。時代を先取りしてやって

いかなければいけない。道立病院時代、きっとかなり時代から遅れていたんではないかと

私は思います。それを松前町が受けた平成２年からですから、２２年半経ってようやくこ

こまで来たというふうに、梶谷議員、ぜひご理解いただきたいと思います。これには職員

の懸命な努力があります。よく３５年が遅れが２５年遅れに、７年半で１０年分進んだわ

と、こういうふうに思っていただきたいものだと思います。

それについて、様々な職員が本当に汗水流したということです。自分の命を削り、自分

の身銭もきってすら働いてると、こういうことでございます。

任用期間については、先程の椎名議員のご質問に、任用期間と報酬については先程の椎

名議員のご質問にお答えしたとおりでございますが、もう一度申し上げます。

１年毎の任用となっていて、３年を越えない範囲でとなっています。で、３年を越える

場合には、まあ特別な場合なわけですけど、町長の承認を得て延長することが出来ると。

１年毎に条件が変わるとはどこにも書いてございませんし、先程申し上げました報酬を決

めるのは私の権限でございます。規程で定めるとなってますが、私共は内規で定めること

に致しました。内規をきちんと町長にもお見せしております。それから、先程申し上げま

した病院事業管理者の権限の内、首長に留保されるものとして予算の調整権っていうのが

ございますので、私の胸先三寸でいつの間にか報酬が変わっていたということは、起こり

得ないというふうに考えております。以上です。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) １点目、町長にお尋ねしてご答弁をいただきました。自信をもっ

て送り込んだ事務局長だと。私はそういうふうに理解致しました。そういう職員を事業管

理者はどう受け止めておりますか。どうしてもこのアドバイザーをそこに置かなければ、

この事務局長では病院が成り立っていかないというお考えですか。ちょっときつい質問で

すけどね。

でね、私のね、こう今までのやり取りの中身を考えてみますとね、例えばドクター確保

の問題で、○○前事務局長の存在は非常に高く評価されておりますが、その分はね、やっ

ぱり長くあすこにいて、管理者といろんな行動を共にして広がってきた人脈が根底にある

から、これは否定しませんよ。これは誰だって積み重ねていけば、そういうものっていう

のは本人の財産にもなるし、また病院の財産にもなっていくはずなんですよ。ですから、



- 80 -

こうしたものを最初から新しい事務局長に求めても無理な話です。ですから、こういう面

はやはりそういう経験積み重ねて人脈を持ってる、更に管理者と親密なる関係にある立場

の人に信頼されるのは当たり前の話であってね。

それから更にね、このプライマリーケアもね、昨日今日、まあ、私にいわせるとね、比

較的新しい局面ですから。これも新しい事務局長に、今までの局長と同じような形を求め

ても、すぐには私は対応は同じようには出来ないかもしれませんけれども、これも不可能

ではないですよ。そういうある程度時間のかかる分野をね、アドバイスしていただきなが

ら、現在の事務の最高責任者である事務局長がのびのびと、自信を持って仕事が出来るよ

うな形を私は願ってますし、本人だってそういう意欲を持って当然その場に臨んでおられ

ると思いますから、そういう芽は摘まないようにしていただきたいし。どんどんどんどん

伸ばしていただいて、こちらからお願いする部分が、そういうところにもしあるとすれば

ね、あるとすればそういうところにアドバイスしていただきたいなと。

ただあの、運協の席でもね、私、ちょっとこう口滑らせたっていいますか、調子にのっ

たっていいますか、いろいろ議論交わしている内に、こういう中身でやったら何でもかん

でも口出し出来るんじゃないかみたいな話をしたんでね、私、事業管理者にお叱りを被っ

た経緯がありますけれども、感じとしてはそういう受け方されませんか。この経営アドバ

イザーの仕事の中身をみますとね。

ですから、出来ることならばね、やっぱりきちっと条例に定められております病院事務

局長の職務の範囲は、当然彼は責任持って、もちろんその背景には権限を与えて頑張って

もらうっていうような形をとってもらわないと。恐らく事務局長だって何をやっていいの

かわからないような場面がもし出来たとすれば、これは遅れるどころの騒ぎじゃないです

よ。いい形にならない。事業管理者が望むようないい形になるとするならばね、そういう

一線はきちんと整理しながら、経営アドバイザーに良識ある、まさにアドバイスですから

悪意を持ってアドバイスするなんてことあり得ないんですから。そういう形で進めていた

だきたいという願いももっております。

まあ、質疑でありながら、ある種の願いを込めながらお話させていただきましたけれど

も、以上について管理者の答弁をいただきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 病院事業管理者。

○病院事業管理者(木村眞司君) ご質問はですね、町長が自信を持って送り込んだ○○事

務局長では成り立たないのかと。ということでした。これは、私はちょっと質問としては

不穏当かなというふうに思いますが、出来る限りお答え致します。

○○○○事務局長、非常に優秀な人物です。一生懸命やってくれています。病院の事務

全般、病院の運営全般に普請してくれています。ので、私は非常によくやってくれている

と、ありがたい限りだというふうに思っております。それをもって答えとさせていただき

ます。

プライマリーケアも新しい局面になったとおっしゃったのは、日本プライマリーケア連

合学会の北海道ブロック支部事務局の事務の仕事のことをおっしゃったんだと思います。

すぐには対応出来ないだろうが、将来やることも不可能ではないんではないのという意味

のお言葉だと思います。まあ、事務量が膨大ですので、すぐにはなかなかまいらないかも

しれませんですね。

それから、運協で梶谷議員が口を滑らせた云々とおっしゃってました、何でもかんでも

口出し出来るんではないかとかというようなことをおっしゃったと、おっしゃいました。

別に何でもかんでも口出しするというわけではないと思いますね。必要に応じて、或いは
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聞かれた時にアドバイスすると。出来るだけ事務局長の判断で、やる範囲でやっていただ

いているということでございますので、それをもって答えとさせていただきます。

権限を与えて頑張ってもらったらいいんじゃないかとおっしゃいましたが、権限は既に

○○事務局長にございます。○○事務局、○○前事務局長、○○経営アドバイザーは、あ

くまでも閲覧権しかありません。私は先般来、町長、副町長、総務課長に閲覧ですと。い

や、決裁だろう、それは。閲覧ですと、見るだけです。最終決済ではありませんと、ずっ

と繰り返し３月末から申し上げております。それは未だに変わりません。私に回る書類を

閲覧していただくと。必要があれば助言をいただくと。こういうことでございます。

今後も良き経営アドバイザーとして、すみません、経営アドバイザーとして今後も良き

アドバイスをくれるものと確信しております。以上です。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) 私、２回目、質問１点もらしました。例の任用期間の話なんです

けどもね、１年間を経過して更新する時に条件が変更すると書いてありませんよとおっし

ゃる。だから心配だと私いってるんですよ。書いてないから、必要と認めた場合にはそれ

が出来るんでないかという受け止め方されると私いってるんですよ。そういうことありま

せんよね。同じ人であるならば１年過ぎても同じ条件で、もし継続してもらうとすれば、

そういう形で再度お願いするという形になると理解してよろしいですか。

それ一つと。それから、アドバイスの件なんですけどもね、まあ、私、表現適切に使え

なかったんで何でもかんでもという表現しましたけども、まあ、事業管理者のご説明を聞

きますと、聞かれたことに対して適切なアドバイスをすると。そういうお答えをいただき

ましたんで、そう受け止めてよろしいですね。

それから、町長が自信を持って能力のある職員を事務局長として派遣されいることは、

事務長も評価されて、ごめんなさい、事業管理者も評価されているようですから、のびの

びと育ててやっていただきたいと、こう願いを持っております。

それからもう一つね、新しく管理者の答弁の中から感じたのは、決裁のラインの話です

ね。だから事業管理者を頭にしながら決裁ラインは出来上がっておりますけれども、この

アドバイザーのラインってのは、この決裁ラインから外れている、閲覧とおっしゃいまし

たけども、そのとおり受け止めてよろしいんですね。

○議長(斉藤勝君) 病院事業管理者。

○病院事業管理者(木村眞司君) 梶谷議員のご質問にお答え致します。条例の案にですね、

２年目以降も同じ条件で雇うと書いてないから、○○が変えるんじゃないかと心配だとい

うことでございますね。これは先程椎名議員の質問にもお答えしましたし、今、梶谷議員

のご質問にもお答えしましたとおり、私が勝手に変えていつの間にか変わってるというこ

とは、町長部局、町長の予算の調整権がある限りあり得ないのではないかと。

ですが、梶谷議員おっしゃったように、再度雇う時も同じ条件かというご質問でしたが、

私はそうはお答え致しかねます。それは、他の職員のこともあるからですね。例えば経験

を積んだ職員が最初３０万で雇ったけど、３５万でいいんでないかという話にもなりかね

ませんので、一度雇った時の条件を変えないと、この答弁の中で言明することは、将来病

院事業の柔軟な運営に差し障りとなると思いますので、そのようには申し上げられないと

いうふうに申し上げておきます。町長部局と町長とよく協議してまいると、このように申

し上げておきます。

聞かれた時に適切なアドバイスをする。そう受け止めてよろしいかということで、先程

申し上げたとおりでございます。
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決裁のラインについては、管理者、事務局長、次長、主査というふうにこういってるわ

けですけども、アドバイザーはライン上にあるかということですが、これは先程来申し上

げてますように、閲覧ですのでラインにはありません。以上です。

○議長(斉藤勝君) 他に質疑ありませんか。

１番。

○１番(福原英夫君) 少し質問させていただきます。

昨日、一般質問をして、上段の１、２、３という項目については意図的に項目を挙げた

わけでございます。なぜかっていうと、○○前事務局長が行っていた事務について、不信

感を持っていたからああいう提案をしたわけでございます。それと、昨日もいいましたけ

ども、私は松前町立病院○○管理者について、誹謗中傷する気持ちは全くございません。

出来る限り松前町の医療の発展のため、また松前町を拠点にして日本のプライマリーケア

連合会の発展のために尽力していただきたいというのが柱でございます。

それでは、質問に入ります。一つ目、報酬、任用の内部基準。当初病院管理者が考えて

いた４０万５０万の報酬にしようとする姿が私は見えるわけでございますけれども、伺い

たい。

その次に、技術職、その他管理者の業務内容。先程説明がございました。ケースワーカ

ー、ソーシャルワーカー、全て説明を受けませんでしたけども、この下にアドバイザーが

入っているんではないかなという疑問を私は抱きました。これもお答え下さい。そうでな

いんであればそうでないとお答え下さい。

それと内部基準。条例については私共議会に提案し、そして審議するわけでございます

けども。参考資料として添付されている２、３については、内部資料については私共の目

に触れることはございませんけれども、今後はこのような資料も当初予算の時に、改正が

あった場合、何かの変更があった場合、添付するつもりがあるのか。それもお聞かせ下さ

い。

次、人材は大事です。人材は大事です。簡単に人材は、先程から病院管理者は人材が大

事だよ、人材が松前町は不足してるよ。そして、今の○○事務局長ではまだ経験不足で、

やはり不充分だよという言葉を投げ掛けておりました。私は、ここのところはすごく疑義

に思ってました。なぜかというと、この地方公営企業法というのは自治法に則って、この

公営企業法があるわけでございます。地方自治法に則って公営企業法があるわけでござい

ますから、職員を任用する場合、やはり退職者にあたってはそのことが充分に、先程から

病院管理者のお話を聞きますと、事務、病院のお仕事以上に事務能力も長けておりますの

で、私としてはここのところは充分に熟読して、そして、答弁なさっているものと思いま

す。ですから、自治法上では退職した者については権限についても、報酬についても、や

はり昨日質問した中で報酬権限については、その市町村の実情に合わせて物事をするとい

うのが建前でないかなと思います。

それでお話を聞いてまして、病院管理者のこうしたいという思いが、前面に熱く出てい

ることを感じます。しかし、地方自治法という法律があるわけでございますので、このと

ころはやはり考えなければならないなと思ってます。企業ではやはり一般企業でございま

すけども、一般企業であれば○○管理者が望み、望む、そしてしようとしていることは適

切だとも私、思います。しかし、私達行政は司っている、そして議会というポジションに

いる者とすれば、地方自治法に則って仕事をしているわけでございます。そこのところを

どのようにお考えかお聞かせ下さい。

それと、先程アドバイザーの業務内容についてお話がありました。おーっというふうな
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ため息が漏れました。おや、先程の説明の中を聞きますと、○○管理職の下にいるような

業務内容に私はとらえたわけでございます。私の聞き間違いであれば、○○院長、訂正、

ご指摘下さい。必要以上の権限を与えているような答弁だったものですから、私はそれが

違うのであれば違うよと指摘して下さい。

それと、私が今懸念するところは、○○管理者の信頼の厚い○○アドバイザーでござい

ます。信頼が厚いということは、昨年の議会、今年の３月議会でも○○院長に信頼され、

望まれるものですから私は不詳、嘱託職員であり、まあそこのところは別として、勤める

ようなニュアンスでお答えになりました。ですから、信頼の厚いということは、アドバイ

ザーの業務を超えた権限が付与されるのではないかという危惧を抱きました。違うのであ

れば違うとはっきりおっしゃっていただきたい。

それと、今回、条例改正の議案提案があがりました。病院運協で審議されて、そして、

その審議されたこと、また町長と病院管理者が確認書を取り交わしたことによって、町長

としては提案をしたわけでございます。今議会に提案したわけでございます。しかし、町

長が提案しても前○○町長のように議案を撤回した経緯もございます。議会と町長と病院

管理者と気持ちが一つにならない限りは、厳しい現状もあり得るかなと思います。やはり

議案を提案するきちっとしたステップを踏んで、そして充分に今協議をなさってるわけで

ございますけども、そこのところをもう一度充分に協議をして、そして今回の提案したの

か。それは私は感じられません。

それと、次。町長と、話を聞いておりますと、町長と管理者の考え方に隔たりが大きい

ような感じします。私は、○○院長を大事にしたいものですから、そして、松前町の医療

のため、先程もいったように日本のプライマリーケアの№２として活躍してもらいたいも

のですから。やはり長く奉職していただきたいという気持ちが強いものですから、今後ど

のようにこの穴埋めをしていくのか。思いだけでは行政は、行政の船は進みません。思い

だけでは駄目です。やはりルールがあるんです。そこをお考え願って答弁をいただきたい。

町長でも管理者でもどちらでもよろしいです。

それと、先程いったように○○前事務局長に対して、何故、私以外はどうかわかりませ

んけれども、不信を持っているかっていうことは、先程私が昨日の一般質問で取り上げた

内容から、出来れば感じていただければなという気持ちがあったものですから、それで私

は人材は大事だけれども、そういうような不透明感、事務処理に不適格な、不適切な部分

があるものですから、いかがなものかなという気持ちがあったわけで、昨日の前段の３問

については途中で止めましたけどね、そういう気持ちが生まれました。

以上でございます。順次、答弁願います。

○議長(斉藤勝君) 最初に２点目、書類の添付について、総務課長。

○総務課長(川村敏之君) 福原さん、福原議員の方から内部基準の変更があった場合にで

すね、資料として提出していただけるかということなんですけど、提出が町長の方から提

出になる場合もありますので、充分病院事業の方と協議して、わかりやすくするため、必

要であれば提出出来るような対応をしていきたいと思いますので、よろしくお願い致しま

す。

○議長(斉藤勝君) 次、６点目、町長。

○町長(石山英雄君) 協議の関係でございます。十二分に協議されて議案の提案にあたっ

たのか、至ったのかというふうなご指摘だと思います。

私共は再三協議をしてまいりまして、先程も提案説明の中でありましたけども、安定的

な経営と町民の質の高い医療を供給し続けるというふうな目的で人材、優秀な人材を確保



- 84 -

していくというふうな必要があることから、今回十二分に協議した中で提案させていただ

いておりますので、充分ご理解いただきたいと思います。

また、町長と管理者との考え方に乖離があるんではないかというふうなご指摘でござい

ます。私共、協議を種々重ねておりまして、本当にこう、昨日の一般質問でもお答えして

ます。町民の健康を守る大事な病院でありますので、十二分に考え、悩んだ末の条例の提

案でありますので、何分ご理解いただきたいというふうに思います。

○議長(斉藤勝君) １点目、３点目、４点目、５点目、病院事業管理者。

○病院事業管理者(木村眞司君) 福原議員、ご質問いただきました。

一つ一つ答えてまいりたいと思います。それでですね、それで、まず最初に福原議員の

ご質問の内容をご訂正いただきたいと思います。○○事務局長が経験不足で不充分だと私

がいったようなことをおっしゃいましたが、私はそのようなことは一言も申し上げていま

せん。それから、昨日来日本プライマリーケア連合学会の№２、副会長とおっしゃってま

すが、№２ではありませんで、理事長１人、副理事長が３人、総務財務担当理事が３人お

りまして、私は総務財務担当理事でありますので№５でございます。まず、それをご訂正

いただければと思います。

１番目、報酬、内部基準について４０万５０万にしようとする姿が見えるということで

あれば、それは私の不徳の致すところかというふうに思いますが、頷いている議員の方も

いらっしゃいます。先程、梶谷、すみません、梶谷議員、椎名議員のご質問にお答えした

とおりでございまして、これは内部、内部規程で定めることが出来るものをまあ内部基準

で定めるわけで、私の権限ですが、もう一度申し上げますけれども、予算の調整権は町長

にあります。これをもって答弁させていただきます。

２番目のご質問が私よくわかりませんでした。技術職員の下に経営アドバイザーがいる

んではないかとおっしゃったと思いますが、ちょっとそこの意味がわからなかったんです

が。

○１番(福原英夫君) 先程業務内容の技術職のその他管理者の、管理者というのはどうい

う人達を指すんですかという質問をした時に、ソーシャルワーカー、ケースワーカーと答

弁なさったものですから、それじゃあ、あとどれぐらいの人達がいるんですか、どういう

名前が挙がるんですか。あとは管理者の判断で物事するんであれば、先程いったようにこ

の内部規定については現実的には表に出ないわけです。病院管理者が判断で物事を出来る

と。いいですよね。予算権はもちろん町長が持ってます。審査権も持ってます。しかし、

そこのところがどうなのかということです。そのことがアドバイザーはそこに入っていな

いんであれば入っていないでいいんでないですか。その他の中で。わかりますか。

○病院事業管理者(木村眞司君) よくわかりませんが、まず病院事務局長から答弁させて

いただきます。

○議長(斉藤勝君) 病院事務局長。

○病院事務局長(三浦忠男君) 福原さんのご質問でございます。参考資料２の報酬単価表

の技術職以外で現在規定しておりますのが、経営アドバイザー業務、月額報酬額２０万円

以内。更にその下段にその他管理者が必要と認める業務、４０万以内と記載してございま

す。先程、私の方からその他管理者が必要と認める業務はどういうものがあるのかという

ことで、その回答としましてケースワーカー、医療ソーシャルワーカー、診療情報管理士

と、様々今後業務が考えられますという部分の中で、４０万以内という内部基準を定めさ

していただいて、病院運営をしてまいりたいと。その上段にこの度経営アドバイザー業務

というものをはっきり明記させていただいてですね、２０万円以内という形でご提案して
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ますので、ご理解よろしくお願い致します。

○議長(斉藤勝君) 病院事業管理者。

○病院事業管理者(木村眞司君) ということでございます。

人材は大事であると、○○病院事業管理者の姿勢に疑義を持つと、地方公営企業法もあ

るが地方自治法に則っているということでございました。地方自治法がある、行政、議会

は地方自治法に則ってやっているということであるということでした。もちろん、法令に

則ってやるのは当然のことでございます。地方自治法にも、地方公営企業法にも沿って、

それらの法令の精神に則って正しくやるということでございます。

業務内容について、聞き間違いかもしれないが○○の下かにいるような、いるかのよう

な内容に聞こえたと。必要以上の権限を与えているように聞こえたが答弁願いたいという

ことでございました。

業務内容については、先程事務局長が申し上げたとおりでございます。経営アドバイザ

ーとして業務にあたっていただいていると。権限を与えていると、いるかのように聞こえ

るとおっしゃいましたが、アドバイザーであり、閲覧権しかありませんので、権限がある

というふうにはとらえておりません。

次のご質問ですが、信頼が厚いと。○○経営アドバイザーに信頼が厚いということで、

アドバイザーの業務を超えた権限が付与されるのではということを危惧しているというご

質問だったと思います。アドバイザーの業務を超えた権限は付与しておりませんし、付与

致す考えもございませんので、違うと申し上げておきます。

それから、あっ、これは町長がお答えになったんですかね。病院運営協議会、すみませ

ん、もとい。議会、町長、管理者が気持ちが一つにならないと厳しいと思いますと。提案

するにはきちんとしたステップを踏んで協議なさっているだろうが、充分に協議している

とは考えられないという仰せでしたけれども、町長の答弁にありましたとおり、充分に協

議を重ねて今日に至っているということでございます。

福原議員、○○を大切にしたいと、思いだけでは行政は進まないと、行政にはルールが

あるというようなことでした。企業には企業的な運営が望まれます。だからこそ、地方公

営企業法というものが昔々作られたわけですね。で、更にそれだけでは不充分なので、地

方公営企業法を一部適用する「一部適用」という形から「全部適用」という形が生まれて、

我々の病院もそのようになったということでございます。余所の病院には地方独立行政法

人になっている所もあります。或いは指定管理者制度をとって民間委託している所もあり

ます。民間に売却してる所もございます。ただ、現在の所では地方公営企業法全部適用と

いう形で町立松前病院としてやるのが最善の策と考えておりますので、地方公営企業法に

則ってその精神に則って、弾力的に、議会の皆さんや町長部局と心を一つにしながら頑張

ってまいりたいというふうに思っております。

それからですね、もう一つ福原議員の仰せに不適切な部分があったと思われますので、

ここで申し上げておきます。

○○氏に対して、まあ不信感を持ってるというのは個人の感情だからいいと思うんです

けども、不適格なものがあるので、不適切なものがあるのでと断定的におっしゃっていま

すが、それについては私は根拠を示していただいてませんので、不適切な仰せというふう

に考えます。申し上げておきます。以上です。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) ご答弁ありがとうございました。

まあ、想定の範囲内ですけれども、まず、１点目の内部基準、内部資料の添付２、３。
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このことは病院管理者と町理事者側が話し合わない限りは、協議しない限りは私達の目に

は触れません。そうして、企業会計でございますので、今年度も資料をみさせてもらいま

したけども、現実的には詳細が見えないというのが本音でございます。一般会計であれば

全て、歳入歳出、そして決算、節内流用等々はみえるわけでございますけども、企業会計

というのは、私も教わりながら知識を深めようとするのですけど、なかなか難しいもので

す。それで、私は企業会計を私達議員もわかるような資料として添付していただければわ

かりやすいなあと。そんな意味でも、この内部基準、ここのところはみえないなあと、み

えなくなるんでないかなという危惧もしました。そんなことで、そのようなことのないよ

うに充分協議をしてください。確認行為をさせてください。

それでなぜ、一般会計と企業会計の違いをこうみた時に、自分は、ああ、うちらの一般

会計であれば給与は全体の２４．８％だったわけですけども、企業会計の見方ちょっと弱

いものですから、お医者さんが１０人等々おりますけど、１３５名ですか、先程管理者が

答弁したのは。そうすると、歳出に占める給与が６３．５２％出てきた。これは私が計算

が間違ってればあれなんですけども。ですから、なかなかみえないものですから、出来れ

ば今後、参考資料については、この場でございますので、今の内部基準と合わせてわかる

ように提示してくれれば、こちらとしてはありがたいなと思いました。

それで、次、人事は大事というのは、企業ではどんどんどんどんハンターされて、そし

て高い報酬を出して、そしてどんどんどんどん入れ替わるわけですけども。私の息子も去

年１１月１日で今までいた会社からネットの会社へぼんと変わる。そういう時代です、企

業というのは。まあ、管理者も充分におわかりだと思います。ですから、そこのところと

地方自治法による人事管理っていうのは、特に退職者に関する人事管理というのは違いが

あるんだよと、相違があるんだよと。公営企業法に則っても、これも自治法に縛られてる

わけでございますから、そこのところは充分に人事の登用については、これからご配慮い

ただきたいと思いますので、そのことについても改めてお伺い致します。

業務内容について、私の誤解もあるでしょうけども、そのような、私のとらえたような

耳の聞き違いのようなことのないように、充分に考えて対応していただければと。このこ

とについてもう一度、ないのであればないとはっきりと伝えてください。

それと、町長との管理者との考え方の隔たり。やはり、ここはやはり私は何回もいいま

すけれども、院長が大事でございますのでね、そんな意味でもやはりきちっと管理者の思

いもある程度譲っていただいて、そして、今後病院運営にあたっていただければなという

のが本音でございます。やはり、そこのところを考えていただければなと思います。答弁

願います。

それと、私が診療報酬、不適格でないかなとこうクエスチョンしたのは、診療報酬、あ

れは７千８百万でしたか、９千８百万でしたか。９千８百万ですね。その額の予算計上、

償還の仕方。○○事務長は歳入と歳出を相殺してますよと。そして、償還してますよと。

それが適切だったのかということなんです。やはり、企業会計であろうとその透明感がな

ければならないということです。ですからきちっと歳入があった時はきちっと歳入で計上

して記載されてます。歳出が、どうしてもそれ償還しなければならない部分の歳出があれ

ば、その部分が書かれなければならないんでないかな。あっ、ごめんなさい。すみません、

そんなことでいいました。今のは訂正させてください。

そんなことで、思ったものですから、そんなことで思ったものですから、○○さんにつ

いては疑義があったという例えばの例でございますので、それをとらまいていただければ

と。以上のことでご答弁願います。
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○議長(斉藤勝君) １点目、病院事務局長。

○病院事務局長(三浦忠男君) １点目の福原議員のご質問にお答え致します。

資料の添付の関係かと思います。予算書をみても詳細がみえないというふうなご質問で

ございました。病院事業会計の予算につきましては、法に則って予算書を作成してござい

ます。ただ、議員いわれるとおり、わかりづらいという部分につきましては、今後、先程

総務課長も答弁しておりました、協議しながら、今後のあるべき姿を考えていきたいとい

うふうに考えでいきたいというふうに考えてございます。以上です。

○議長(斉藤勝君) ２点目、３点目、４点目、病院事業管理者。

○病院事業管理者(木村眞司君) いろいろご質問いただきましたが、繰り返しの部分もあ

ったかと存じます。

人件費率については６３％とありましたけども、まあ、もっと低くなければいけないな

とは思ってましたが、公務員の給与の限界というのがございまして、そのような数字にな

ってると。目標は民間的には５０％以下なわけですけどもね、なかなかそれはあの難しい

目標かなというふうには考えております。

それから、企業と地方自治法による人事管理には差がある、自治法に縛られているとい

うことでございました。福原議員が聞き違えるようなことのないようにしてほしいという

ような仰せでございました。ぜひ、聞き違え、福原議員が聞き違えることのないような形

でやってまいりたいというふうに思います。

町長との考えの隔たりがあることを、に懸念を抱いておられるということでございまし

た。私は医療に対して非常に思いがございます。町長は町長で松前町に対して誰よりも強

い考えをお持ちだと思います。よく協議してやってまいりたいというふうに思います。

診療報酬、はい、以上です。

○議長(斉藤勝君) 他に質疑ありませんか。

１番。

○１番(福原英夫君) ３回目で終わりでございますのでね。ここの内部基準については充

分に考えていただいて。それと添付資料についても、なるべくわかりやすいように作って

いただきたい。

人材っていうのは、出来れば育てていただきたいと。二つ目でございますけども。やは

り、固執しててもいずれは人材は去っていくわけでございます、そして、それを育てるこ

とをしていただきながら、病院の管理者の病院業務がスムーズに、そして将来に渡って頑

張っていただけるような環境づくりを、ここで作っていただければなという思いが強かっ

たわけでございます。必ず去る、去らなければならないんです、退職っていうのは。そん

なことであまり固執しないでいただきたかったなということでございますので、そのお気

持ちをお聞かせいただきたいと思います。

あとは、町長とは、繰り返しますけども、昨日も繰り返すように充分に、これから膝を

交えて協議をしていただいて、松前町の病院、松前町のひいては発展のためにご尽力いた

だきたいという気持ちをもって、気持ちでございますので、膝を交えて協議をして。これ

が三つ目でございます。ご意見を伺って終わります。

○議長(斉藤勝君) 病院事業管理者。

○病院事業管理者(木村眞司君) 固執していてもいずれ人材は去っていくと、人材を育て

ていただきたいと。退職者に固執しないでいただきたかったということでございます。昨

日来、ああ、昨日は私はしゃべる機会ございませんでしたけど、今朝からいろいろ申し上

げてます。人材を大切にする。医療の確保が最優先だというふうに思います。今の事務局
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も非常に頑張ってくれています、○○事務局長をはじめとしてですね、大変よくやってく

れています。その中で、もうしばらく力を借りたいというふうに思っております。以上で

す。

○議長(斉藤勝君) １５分間休憩します。

(休憩 午後 ３時２１分)

(再開 午後 ３時３６分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

５番。

○５番(伊藤幸司君) 今日は朝から○○院長先生、管理者には長時間に渡ってご苦労さま

でございます。また、会議の冒頭、私が説明申し上げましたところ、更に３倍も詳しくい

ろいろとご説明いただき誠にありがとうございました。

縷々、質疑たくさん出ておりまして、ほぼ出尽くしたと私も思っております。ただ、冒

頭申し上げましたけれども、そもそも事の始まりはですね、何でありましょうか。管理者

におかれましてはですね、はっきり申し上げて行政の経験がなくてですね、なかなかこう

手続き手順でありますとか、今、いろいろと議論なっております様々な議会であることの

条例がどうしたとか、それはなかなかこう、何ていうんですかね、熟知ということにはな

っておりませんから。まあ、様々なことがあったと思います。

ただ、私思いますのにね、前事務局長というのは数十年に渡って行政職についておりま

して、はるかに優れた能力とそれから知識を持っておられるんですね。この方が、まさし

く、何といいましょうか、管理者とは異心同体のごとくですね、一生懸命寄り添って、お

互いに頑張って来られている姿が、それは認めます。このいろいろ、まあゴタゴタってい

う話はあんまりしたくありませんけれど、結局のところは町長部局とのいろんな衝突めい

たこともございました。で、実にこの○○さんがついていてこういうことになるっていか

がなものかなと、私はずっと考えておりまして。いやいや、院長先生、それはまずいんで

すよ、条例上そうはいきませんよとか、直ちにわかる範囲の事柄の羅列でございました。

冒頭、私申し上げましたけれども、５月の時点で退職するであろう前事務局長、管理者

に出来ませんかってお話に行ったと。これは行く前にですね、例えば○○さんとお話し合

いをすれば、それは駄目だろうみたいな部分ってわかったはずですよね。まあ、いろいろ

と申し上げたいことはあるんだけれども、結果的にこの問題はですね、そんなにその揉め

なくても、この条例を作りたいのであれば、もっと単純明快な早い道もあったのではない

かと。従って、今日ここに出ておりますけども、私はですね、少なくともこの条例、これ

までにたくさん積み重なった不信感のようなものがございます。冒頭申し上げましたとお

り、やり取りがたくさんありました。その中で、私共ももう３回も全員協議会開かしてい

ただいて、誰がどうしたっていう話にもなりませんけれども、お互いに情報を共有しあっ

てですね、これはいかがなものかと、そういう議論をし続けてきたんですね。

つまり、こことここに至って今日はこれから採決になりましょうけれども、いったいど

うなるんだろうと、とても心配しております。基本的に一番の問題は、あんまりはっきり

申し上げて皆さんおられませんが、少しの不安があってですね、今この状況にあるという

ふうに思っております。

それで、一つだけ、あっ、二つか。お尋ねをしたいんですけども、先程ですね、まず職

員の表示の件について、誰かのお尋ねに対して、○○現事務局長が決めたと管理者はおっ
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しゃいました。私はですね、今朝申し上げましたとおり、３月２８日の事務局長、事務局

次長、事務職員各位とありまして、病院長○○○○というお名前がしっかりと書かれてお

りました。この時、既に非常勤嘱託職員前事務局長、括弧ですけど、及び看護部統括責任

者の採用に伴う諸徹底事項についてでございまして、そのずっと下の欄にスタッフ表示に

ついても新事務局長と並列で表示してくださいとあります。更にその後必要なことは随時

指示致しますとあります。ですから、新事務局長が４月１日以降ですね、その前にこのこ

とは決まっていたのではないかと。

まあ、余計なそのあんまり細かいことをいうつもりもありませんけど。例えば、そうい

った事柄もありました。

それともう一つですね、申し上げたいのは、これからいろいろこう反対討論やら何やら

あるんだと思います。で、問題にされてきたのは内部基準で様々に決められるということ

です。決裁だ何だって、それ閲覧だとかいろいろいってました。ただ、私は相当な権限を、

まあ文書的には表れておりませんけれども、あるのだろうと。その点におきまして、これ

は主要な職員に値するのではないかという部分が強く今でも思っておりまして、そうなる

と内部基準云々などということにはならないということについても、少し問題にしており

ます。

それから、辞令撤回をしましたよね。まあ確認書の前にしてございます。その時期、い

っぺんですね、その○○管理者が決めた、例えば新事務局長の隣に椅子、いやいや机を並

べて座る。或いは表示はどうするとかいろんなこと、今、私申し上げたとおり３月２８日

の時点で決めてあります。これらのことは全てご和算になったはずです、撤回ですので。

にも関わらずですね、確認書の中には何て書いてあるかというと、その細かいことって一

つも書いてないよね。ですから、私思うには一時撤回をしたのであればそこで白紙状態に

なりまして、経営アドバイザーを命ずるとあったとしても、それはですね、じゃあ、どこ

にその他の部分について書いてあるのかということがね、何ら明白になってないというこ

とがあります。

ただ、問題はね、その今の確認書の中に何て書いてあるかが問題でして、ちょっと待っ

てください、はい、確認事項ありました。これ、臨時職員に命ずる、任命する。例えば、

アドバイザーにするとかって書いてあります。ですから、臨時職員という名前なので、要

するに管理者が自由裁量で採用任用が出来て、例えば今のいうとおり、こうやれああやれ

っていうことも決められるのだなって私思っておりますので、この辺の認識ってどうなん

ですかね。いろいろと取り組みをしたはずでございますけど、今申し上げたとおり、辞令

撤回と共に白紙に戻りますよね。その時に、新たに確認書は交わして、経営アドバイザー

に任命するとありますけども、その時点できちんとされればいいんですけど、その辺がと

ても問題だなと思っております。その点にまず、お答えをいただきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 病院事業管理者。

○病院事業管理者(木村眞司君) ご質問いただきました。まず、職員の表示に関しては事

務局長から答弁させていただきたいと思います。

○町長(石山英雄君) 病院事務局長。

○病院事務局長(三浦忠男君) 伊藤議員からのスタッフ表示の関係でございます。議員い

われましたとおり、３月２８日付の管理者、院長からの諸徹底事項についてということで、

先程いわれましたとおり、スタッフ表示についても新事務局長と並列で表示しなさいとい

う形になってございました。

私、４月１日に病院に事務局長ということで発令されまして、ずっとこの関係で協議し
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てまいりました。それで、事務局の表示については今こういう状況の中で並列で表示する

こと自体がいかがなものかということで、しばらくの間表示しておりませんでした。

その後、道の仲裁によって臨時職員になるという形に決定致しました。その段階で、や

はり何らかの表示が必要であろうということで、院長に表示、いかがしましょうかという

ふうに尋ねてございます。その協議の中で並列で表示するということに決定致しました。

以上でございます。

○議長(斉藤勝君) 病院事業管理者。

○病院事業管理者(木村眞司君) 今のに補足しますと、表示そのものに特に決まりはござ

いません。法律にもありません。あの表記自体が法律には定めのないことでございます。

別に上にいる人が上位だとか、上にあったら決裁権があるとか、右上にいたらラインだと

か、そんなようなことはどこにも書いてございませんので、任意に定めたものというふう

にご理解いただければというふうに思います。

二つ目のご質問は、内規で様々決められると。経営アドバイザーは主要な職員にあたる

のではないかというようなことで、そういうご質問ですか。

主要な職員というのは私は、病院の運営に関わる決裁権持った職員というふうに考えて

おります。○○事務局長、じゃない、すみません、○○前事務局長、現経営アドバイザー

は決裁権持っておりません。閲覧でございます。そのことで答弁とさせていただきたいと

思います。

３番目、椅子と机に関して、覚書には細かいことは書いてないと。ご和算になったはず

であると、こういう仰せでございました。机の位置についてはですね、まあ様々なご意見

があることを私は承知しております。が、今の状態では、私は今の位置がいいというふう

に判断をしております。

４番目、臨時職員について自由裁量でなんぼでも雇えるんでないかと。ということに関

していかがなんでしょうかというご質問ですか。どのようにお答えしていいのかわかりま

せんけれども、自由裁量という言葉が病院事業にあるのか、ちょっと私わかりませんが、

別に何でも私の思い通りになるものではございません。もちろん病院事業管理者として人

について、人の採用についてある程度の権限は与えられているというふうに理解していま

す。ただ、私が横暴な真似をする人間でないのは、皆さん、この７年７ヶ月でわかってい

ただいているんではないかというふうに思いますので、私の今後の人の任命についてもで

すね、そのようにご理解いただければと思います。

最後の質問が私よくわかんなかったんですが、経営アドバイザーについて、何とおっし

ゃったんですか。よろしいですか。はい、では、以上です。

○議長(斉藤勝君) ５番。

○５番(伊藤幸司君) 今、いろいろとお答えいただいて、まあ、細かいことでも。

ただ一つ、表示の問題とそれから椅子の配置でございます。今いったとおりですね、管

理者はそういう認識だとは思われます。しかし、実際に側で仕事をしている他の事務職員

にとっては、非常に不自然な形であると。まあ、実際の話、私もそうだと思っています。

ですから、今後の採用にですね、先程来報酬の問題、いろいろいわれました。認識的に違

うんですね。ですから、それは今いくら議論してもですね、認識の違いは埋めようがござ

いませんから。これから採決に至ってどうなるかわかりませんけれども、ただ今の僅か机

の位置であっても、それから、あれ、表示って私みてませんけど写真あるんですか。名前

だけですか。

で、この辺の認識の違い。これはもうね、今おっしゃられたとおり、私の認識と明らか
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に違います。ですから、これ埋めようがない部分なので、これ以上議論しても致し方ない

と私は思いますんで、これで止めますけども、その他の件につきましては、それぞれの議

員からたくさん質疑ございます。まあ、時間もちょっとあれですので、これでもう止めま

すけども、もう一回申し上げます。報酬について、福原議員昨日から、また今日もお尋ね

しておりました。やはりどっかずれてるなという部分が、私はどうしてもぬぐい去れなく

て、その部分だけお伝えしておきます。答弁はいりません。

○議長(斉藤勝君) 他に質疑ありませんか。

１１番。

○１１番(吉田孝男君) 確認だけさせて下さい。一番先に川内谷議員の質問の中で町長の

方からですね、賃金については町民の理解をされる、されるだろう２０万円が限界である

というふうなご答弁しましたが、これについては今後この限度っていうものは変えようが

ないって考え方で理解していいですか。答弁求めます。

それと管理者については、一部に○○氏に対する任用が厚いと信用が厚いということで

理解しましたが、ただ、病院も自治体の一員であります。そういう中で松前町の場合は今

まで、定年退職者に対する一つの一定のルールっていうのが存在するわけですね。ですか

ら、そのルール上についてはいろいろと協議しながらも、町長が許せる範囲が限度が２０

万だろうということで今まで話し合われてきたわけです。今後においても同様かと思いま

すが、このルールについては、やはり管理者もどの程度理解されて、それに気持ちが寄せ

るような環境、いやいや気持ちがあるのかどうか。ということは、再任については今まで

管理者の答弁の中では非常に、決めたのを守るといいながらも事後については約束出来な

いと。再任用については約束出来ないという答弁もございましたんで、その辺が何か皆さ

んがはっきり理解されないまま、今まで議論されてきたなという感じもってます。

確かに、はっきりいえない部分があるだろうけど、まあ、町長が一つを考えている考え

方。それから松前町の退職者に対する今までのレールですね。代え難いレール。それがぽ

っとすればそれを破るような状況になると、町民なり、やっぱり職員なりの信用を無くす

るということになると、今後の行政に対する町長の運営上、非常に支障を来すような状況

になりかねないと心配はございます。そういう意味持ちますと、優秀な人材を登用したい

っていう管理者の気持ちはわかりますけど、一方では町民に対するね、町長のこれからの

行政執行にあたって、非常に一驚を与えるような状況にもなりますので、その辺のことを、

どのくらいのこと理解しながら管理者は今後対応していこうとするのか。その辺をお互い

に、双方に確認したいと思います。

○議長(斉藤勝君) １点目、報酬の関係、町長から。

○町長(石山英雄君) 報酬２０万円、私、先程の答弁でも申しております。現状、今、職

員って、嘱託職員で雇用されている職員もおりますので、その人とのバランス、或いは地

域の経済。今、地域の経済冷えておりまして、雇用の場のない状況もありますので、その

状況も見つめながら、私の判断と致しましては上限は２０万が、今は、今の現状であれば

適確な金額だろうというふうな判断しておりますので、この思いで、この考え方でこれか

らも進んでいきたいというふうに思っております。

ただ、技術職以外の部分のその他管理者が必要と認める業務には、先程、そうですね、

ケースワーカー等の話ございました。その関係につきましてはですね、これから信頼関係

もって病院の運営していきますので、当然私と協議しながら、ここの金額の設定含めまし

て進めていかさるものだというふうに、私は思っておりますので、ご理解いただきたいと

思います。



- 92 -

管理者も同じような思いでいると思いますし、やっぱりこう優秀な人材のために管理者

の思いも充分私も理解出来ますけども、松前の町のバランス、全体のバランス。私、昨日

の一般質問でも述べさせていただきましたけども、病院も大事です。健康も医療も大事で

す。しかし、私も町民に負託されて松前町全体のバランスを考えなきゃならない立場にお

りますので、一生懸命町立病院運営にあたりましては努力してまいりますので、何卒ご理

解いただきたいというふうに思います。

○議長(斉藤勝君) 次、病院事業管理者。

○病院事業管理者(木村眞司君) 吉田議員が再任用については約束出来ないとおっしゃっ

たのは、つまり非常勤嘱託員として再度雇用する場合についての報酬についてということ

だと思いますが、これについては、町長と充分に協議をしながら進めてまいりたいという

ことをもって答弁とさせていただきます。以上です。

○議長(斉藤勝君) １１番。

○１１番(吉田孝男君) 今、町長の方から一つの判断示されました。また、管理者もそれ

に準じた、充分協議しながら対応したいという答弁だったと思います。

ただ、私共はこれについてはですね、どっちにしてもお互いに思いはあると思うんです

よ。ありますけど、ただ、町長は町長の責任として過去にやっぱり永年松前町で退職者に

対する敷かれたルールってのがあります。それを踏み外して執行するっていうことになり

ますと、町民の反発、職員の反発が出て来ます。町政上混乱を来すっていう心配がござい

ます。それは特別に、それ以外の職員の退職者以外でもね、技術職とかいろんな方につい

てはそれはそれぞれの給料に準じたのは支給すればいい話であって、それは問題ないわけ

ですけど、通常退職者、事務職の退職者ってことになりますとね、やっぱり松前町で今ま

で何十年間やってきたレールってこともございます。それに逸脱するっていうことは、町

政混乱の起きた要因にもなるし、ＯＢなり、いろんな方々にも町政運営上応援を求めるこ

とが出来ない問題も、いろんな場に生じてきます。

まあ、そういうこともありますし、その辺のことを理解しながら管理者の方も優秀な人

材を集めるには、定年前の人方を外部から招聘してくるんであれば企業基準でやるよと。

ただし、定年退職者については、やはり松前町の一つのレールがございますので、その辺

の考え方も相容れましてですね、充分協議しながらやっぱりやっていきたいと。そうしな

ければ、今回提案された条文もなかなか決めれないということになると思いますんで、そ

の辺のことを充分双方共理解の上でやるんであれば、私はこの条文っていうものは何も問

題ない条文である。ただ、７字か８字付け加えればいい問題なんですけど。

ただ、そこに来るまでの過程でね、双方にその辺の思い違えれば大変だと。ただ、どっ

ちにしても病院も混乱を招くようなことは、ちょっと問題あるし、町政上町長が仕事出来

ないようであれば、これはとんでもないことになります。ですから、双方相容れながらで

すね、充分町民に混乱を起こさないような状況の中で判断してやっていただきたいと。こ

れは私、最後の質問です。もう一回答弁お願いします。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 吉田議員のご質問、充分理解出来ます。まさしく、そのとおりだと

思っております。病院管理者と、事業管理者と協議を重ねながら町民に愛される病院を目

指して努力させていただきたいというふうに思います。

○議長(斉藤勝君) 他に質疑ありませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。
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これより討論を行います。

５番。

○５番(伊藤幸司君) 反対の立場で討論をさせていただきます。

今日、朝から縷々質疑を継続してまいりました。私、ついさっきですね、認識の違いに

ついてちょっとお尋ねをさせていただきました。まずですね、まああのなんていうんです

か、一個人のことにつきまして私なかなか申し上げられにくいんでありますけれども、管

理者○○院長先生の○○氏に対する評価、それについては十二分に理解出来ないわけでも

ないんですね。ですけれども、それもまず先程申し上げましたとおり、認識の違いがある

んだなと。同様に、例えばその○○氏の優れた見識、実績、これから活躍出来るであろう

様々な能力について、そういう認識で私おりますので、従って、ここにもられている方針

についてなかなか納得出来るものではありません。

ただ今、吉田議員が申し上げられましたけども、既に退職しておられる退職者の人達。

この方達にどういうお話になるんだろうと。公営企業なので、あんた方勘弁してくれみた

いなふうになるんですかね。それなかなか大変だと思いますね。

で、もう一つ。かつてなかった案件でございます。ですから、町民に対しましてあなた

十二分に自分で理解をして、そしてこの条例を通したんですかって仮にいわれますと、こ

れなかなか返事に困るなという、その少しの心配。まあ、いろんな不安な部分を抱えてお

ります。ですから、今日、朝からずっといろいろと審議してきました。私としては、まず

その点でちょいと合点がいかない。

それともう一つ。昨日福原議員、ちょっとだけ触れましたけど、経済ジャーナルの記事

についてであります。これは既に多くの方が情報を得られてですね、様々に私にもどうな

んだと聞いてまいります。どうなんだと聞かれましても当事者でありませんから、それは

違うとも何とも答えられません。そういう状況が今現実にあります。時と場合によっては

どうなるかわからないという状況も確かに見えています。事の真偽はわかりません。議会

としても、その次に発行されました某誌によりますとお前ら何してるということでもござ

いましたので、まあ書かれている点において少し先が見えるまでですね、私、この条例、

少し待ってもらった方がいいかなと。

今後何が起こるかわかりません。そして、大事なことは、昨日は福原議員は町長に対す

る質問でございましたけども、町長はあのように答えておられました。いずれにしまして

も、どちらでも構いませんので、はっきりとこんなことはあり得ないと。具体的に皆がわ

かるような形で、例えば全面否認をしてもらうとか。まあ、例えばそのくらいのことがな

ければですね、これは大きな問題でありますので、ただの噂って片付けられればそれまで

ですけども、その議会は何やってる、見て見ぬふりをしてるとかそこまでいわれておりま

すので。まあそれを真に受けるつもりはありませんけれども、そういう不安材料もありま

す。ですから、今日ここでこの条例を通すっていうのは、私は納得出来ません。従いまし

て、否決すべきものと申し上げて反対討論と致します。

○議長(斉藤勝君) 他に討論ありませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立によって採決を行います。

議案第３８号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。。

(賛成者起立)

○議長(斉藤勝君) 起立少数であります。
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よって、議案第３８号は否決されました。

暫時休憩します。

(休憩 午後 ４時０５分)

(再開 午後 ４時１５分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

◎議案第３７号 平成２５年度松前町病院事業会計補正予算(第１回)

○議長(斉藤勝君) 日程第３ 松前町長から提出の議案第３７号 平成２５年度松前町病

院事業会計補正予算(第１回)は、町長から撤回されましたので議事日程から削除すること

にご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。よって日程から削除することに決定致しまし

た。

議事日程協議のため、議会運営委員会を開会しますので、暫時休憩します。

(休憩 午後 ４時１６分)

(再開 午後 ４時２３分)

○議長(斉藤勝君) 再開致します。

◎諸般の報告・議事日程の追加

○議長(斉藤勝君) 議会に関する諸報告はお手元に配布のとおりであります。

この際、議事日程第２号の追加のとおり日程に追加し、直ちにこれを議題とすることに

したいと思いますが、これにご異議ありませんか

(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、そのようにに決定致しました。

◎議案第３９号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定について

○議長(斉藤勝君) 日程第４ 議案第３９号 職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(川村敏之君) ただ今議題となりました議案第３９号職員の給与に関する条例

等の一部を改正する条例制定について、その内容をご説明申し上げます。

はじめに、職員の給与に関する条例等と表記しておりますが、これは職員の給与に関す

る条例の一部改正と、町長等の給料額及び旅費額並びにその支給条例の一部を改正する条

例、また、松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例の一部改正の

３件について条例が関連しますことから、一括して条例建てで改正を致そうとするもので
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す。

それでは、改正の概要でございます。添付しております説明資料１ページをご覧願いま

す。１として改正の趣旨でありますが、この度の条例改正は国家公務員の給与減額支給措

置を踏まえ、地方公共団体においても速やかに国に準じて必要な措置を講ずるよう、要請

を受けているところであります。松前町においても、これまで給与の独自削減や職員数の

削減など、行財政改革の取り組みを進めてきたところでありますが、国と地方が日本再生

に向けて一丸となって結集する必要があるとの観点から、当町においても必要な措置を講

じるべきであるとの判断に立ち、関係条例の一部を改正しようとするものであります。

次に２として改正の主な内容でありますが、最初に(１)の職員の給与に関する条例の一

部改正でありますが、給料月額本俸のみを平成２５年７月１日から平成２６年３月３１日

まで特例期間を設け削減するものであり、その職務の級に応じて、１級２級の主事職を１

％、３級４級の主査、主任職を２％、５級６級の主幹職を３％、６級７級の課長職を３．

５％、それぞれ削減致そうとするものでございます。

なお、上記に関連する条項についてを、附則第３３項では休職者の給与に関する規定に

ついて。附則第３４項では特定職員の給与に関する規定について。附則第３５項では平成

２２年改正規則の施行に伴い職務の級が変更された者、経過措置者の給与に関する規定に

ついて、附則第３６項では本条例施行に際し、給与に端数が生じる場合の規定についてを

それぞれ追加致そうとするものでございます。

次に(２)として、町長等の給料額及び旅費額並びにその支給条例の一部改正であります

が、一般職と同様の特例期間を設け、町長の給料月額を１０％、副町長の給料月額を６％、

それぞれ削減致そうとするものでございます。

次に(３)として、松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例の一

部改正でありますが、一般職と同様の特例期間を設け、教育長の給料月額を６％削減致そ

うとするものでございます。

なお、これらの改正に伴い、一般会計では平成２５年度分として約９３９万円の削減が

見込まれるところでありますが、職員組合との妥結が６月１１日であり、補正予算への対

応が間に合わなかったことから、今後の人件費の状況をみながら然るべき時期に補正をし

たいと考えているところであります。

次に３として施行期日ですが、平成２５年７月１日から施行致そうとするものでござい

ます。

次に４として新旧対照表ですが、説明資料の２ページから４ページにかけまして、別紙

としてただ今ご説明申し上げましたそれぞれの条例の改正に伴う新旧対照表を掲げており

ますので、ご参照をお願いしたいと存じます。

以上が、議案第３９号職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定についてで

す。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

１１番。

○１１番(吉田孝男君) 急いで質問します。まず、国が２ヶ年で７．８％削減ということ

で復興財源にするとしております。町々によってそれぞれ削減率が違いますけど、まあ、

今回国に準ずるということで提案されてますが、新聞等みますと２３年度ラスパイレスが

１０３．６％ですか。２４年度のラスパイレスはいくらになりますか。

○議長(斉藤勝君) 総務課長。

○総務課長(川村敏之君) ２４もですね、１０３．６です。ああ、９５．６です。８．７、
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いや７．８削減する前の国と比較した場合です。９５．６です。

すみません、国が削減した後の比較で、２４で１０３．６です。

○議長(斉藤勝君) １１番。

○１１番(吉田孝男君) あのね、２３年度の決算におけるラスパイレス指数ということで

新聞に出てるのが１０３．６％でしょう。ですから、２４年度決算はもう終わってますか

ら、そのラスパイレス指数はいくらですかってことなんです。それが９５．６なんですか。

それを確認してんです。おいおい、俺、２回目の質問なんだど。

○議長(斉藤勝君) 総務課長。

○総務課長(川村敏之君) まだ決算額での数字じゃなくて、４月１日現在の数字でござい

ます。１０３．６でございます。

○議長(斉藤勝君) １１番。

○１１番(吉田孝男君) それでね、９５点であれば国が１００％からすると低くなってま

すね。そういうことで、今回、そしたら提案されてるこの各クラス毎の削減率１％から３．

５％。それから特別職も削減率ありますね。これを入れて平均の削減率は、この提案内容

からいくと何％になるんですか。それを確認します。

それとですね、これで終わりだから、俺、もう１回ロスしてしまってるからね。固めて

いきますと。それとですね、これをやるとまあ１００％から下がるからいいとしても、そ

したらこれを削減した場合にですね、交付税から削減されるという心配はなくなりますね。

今、７．８％出してますし、国がようするに新聞等上でいわれるとおり、１００％以上の

ところは削減しないと交付税で削減しますよと、差額分を。という話になっておりますが、

もし、９５．６であれば１００以下になりますから、削減される心配はないですねって聞

いてるんです。その辺の確認を致します。

更にその削減された給料はどういうふうな取扱になるんですか。これは復興財源として

使われますから、削減されたものは我々使えますよってことにならないと思うんですよ。

ですから、交付税と相殺されてこの削減した幅の金額が吸い上げられるのか、この削減さ

れた後の金額が次はどのような運用されるのか、その辺教えて下さい。

○議長(斉藤勝君) 総務課長。

○総務課長(川村敏之君) 削減率っていうか、今回ですね、傾斜配分で削減をしておりま

す。これも組合との交渉の中で、今まで永年独自削減をやってきておりますので、実際、

国が７．８％削減した後と比較すると１０３．６ということで、実際はその３．５％を削

減すると１００を切る形になるんですけど、組合との交渉の中でいろいろ協議した中で、

今まで独自削減もやっておりますので、その辺も踏まえた中で最終的には傾斜をつけてや

った結果、ラスパイレスはその１０１．１になります。若干１００を超える形になります。

国の方では取りあえず町で独自削減している部分もありますんで、その辺は町もやれる中

で対応していただきたいと。もちろん国の基準もあるんですが、その中で対応していただ

きたいということでございます。

あと、今の交付税の関係なんですけど、実際給与削減に伴って、国の方で交付税減らし

ますよっていうことで簡単な試算表がきてるんですけど、それからいくと松前町は３千６

８０万程度削減されると。その他にですね、今まで町で独自に削減してきておりますので、

その分を地域の元気づくり事業費の上乗せ分として計算されるんですが、それが３千４２

０万ぐらいということで、差し引きすると、まあ、これはあくまでも簡易的な計算上の話

ですけど、２５０万程度減額になるんじゃないかということです。

減額については、減額する形で予算の中であとは執行していくということになります。
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以上です。

○議長(斉藤勝君) 暫時休憩します。

(休憩 午後 ４時３５分)

(再開 午後 ４時３５分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

他に質疑ありませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第３９号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第３９号は原案のとおり可決されました。

◎議案第４０号 松前町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例制定について

○議長(斉藤勝君) 日程第５ 議案第４０号 松前町営住宅の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。建設課長。

○建設課長(若佐智弘君) ただ今議題となりました議案第４０号松前町営住宅の設置及び

管理に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして、その内容をご説明致します。

末尾に添付しております新旧対照表をお開き願います。

新旧対照表下段の説明欄でございます。この度の改正につきましては、第１回定例会に

おきまして、福島復興再生特別措置法の制定に伴い、第６条入居者の資格で居住制限者に

対し、入居者資格の特例措置を講じたものですが、この度福島復興再生特別措置法が改正

されたことにより、引用条項が変わったため改正しようとするもので、制度内容に変更は

ございません。

それでは、改正の内容でございます。前のページにお戻り願います。松前町営住宅の設

置及び管理に関する条例第６条第１項中第２０条第１項を、第２９条第１項に改めようと

するものです。

附則と致しまして、この条例は公布の日から施行しようとするものです。以上が議案第

４０号松前町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定についての内

容でございます。よろしくご審議賜りますようお願い致します。

○議長(斉藤勝君) 説明が終わりましたのでこれより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。
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(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第４０号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第４０号は原案のとおり可決されました。

◎議案第４１号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について

◎議案第４２号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について

○議長(斉藤勝君) 日程第６ 議案第４１号 北海道市町村総合事務組合規約の変更につ

いて。日程第７ 議案第４２号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につ

いてを一括議題と致します。

提出者の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(川村敏之君) ただ今議題となりました、議案第４１号北海道市町村総合事務

組合規約の変更について、議案第４２号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変

更について、その内容をご説明申し上げます。

はじめに議案第４１号北海道市町村総合事務組合規約の変更でございます。添付してま

す説明資料をご覧いただきたいと存じます。新旧対照表でございます。２ページ下段の説

明欄でございます。市町村総合事務組合を組織する一部事務組合に、北空知圏学校給食組

合が新たに加入するため、当該組合からの組合規約の一部変更について協議があったので

今回、議会の議決を求めようとするものでございます。

１ページの別表第１中「空知総合振興局(３４)」を「空知振興局(３５)」に改め、「空

知中部広域連合」の次に「北空知圏学校給食組合」を加えようとするものです。

また、２ページの別表第２第９項中「空知中部広域連合」の次に「北空知圏学校給食組

合」を加えようとするものです。

次に議案第４２号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についてでござい

ます。添付してます説明資料をご覧いただきたいと存じます。新旧対照表でございます。

下段の説明欄でございます。町村議会議員公務災害補償等組合を組織する一部事務組合に

北空知圏学校給食組合が新たに加入するため、当該組合からの組合規約の一部変更につい

て協議があったので今回、議会の議決を求めようとするものでございます。

別表第１に「北空知圏学校給食組合」を加えようとするものです。

次に附則でございますが、この規約についてはいずれも地方自治法第２８６条第１項の

規定による総務大臣の許可の日から施行致そうとするものでございます。

以上が議案第４１号、議案第４２号でございます。よろしくご審議賜りますようお願い

申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 説明が終わりましたので、これより議案第４１号に対する質疑を行い

ます。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)



- 99 -

○議長(斉藤勝君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第４１号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第４１号は原案のとおり可決されました。

次に議案第４２号に対する質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第４２号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第４２号は原案のとおり可決されました。

◎議案第４３号 契約の締結について

○議長(斉藤勝君) 日程第８ 議案第４３号 契約の締結についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(川村敏之君) それでは、ただ今議題となりました議案第４３号契約の締結に

ついて、その内容をご説明申し上げます。

本議案は議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分に関する条例第２条の

規定に基づき、議会の議決をいただこうとするものです。

去る６月１２日に指名競争入札を執行致しました。平成２４年度繰越分建石団地整備工

事Ｇ棟建築主体工事の請負契約の締結でございます。契約金額は５千１７６万５千円で、

契約の相手方は堀川・佐々木・清水経常建設共同企業体。代表者は松前郡松前町字○○○

○○番地の○○に住所を有します株式会社堀川建設代表取締役○○○○○でございます。

なお、工期につきましては平成２５年１１月２９日までとしてございます。

この度の指名業者につきましては、添付しております参考資料に掲げておりますように

３経常建設共同企業体でございます。

以上が議案第４３号契約の締結についてです。よろしくご審議賜りますようお願い申し

上げます。

○議長(斉藤勝君) 説明が終わりましたのでこれより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第４３号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
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(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第４３号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第２号 平成２５年度北海道最低賃金改正等に関する意見書

○議長(斉藤勝君) 日程第９ 意見書案第２号 平成２５年度北海道最低賃金改正等に関

する意見書を議題と致します。

提出者の説明を求めます。３番川内谷進君。

○３番(川内谷進君) 意見書案第２号平成２５年度北海道最低賃金改正に関する意見書に

ついて。提出者、賛成者及び意見書の内容については記載のとおりであります。

ご審議の程、よろしくお願いします。

○議長(斉藤勝君) 説明が終わりましたのでこれより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

意見書案第２号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、意見書案第２号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第３号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、

「３０人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就

学保障充実など２０１４年度国家予算編成における教育

予算確保・拡充に向けた意見書

○議長(斉藤勝君) 日程第１０ 意見書案第３号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率

１／２への復元、「３０人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など

２０１４年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書を議題と致します。

提出者の説明を求めます。６番堺繁光君。

○６番(堺繁光君) 意見書案第３号義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、

「３０人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など２０１４年度国家

予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書について。提出者、賛成者及び意見

書の内容については記載のとおりでございます。

ご審議の程、よろしくお願い致します。

○議長(斉藤勝君) 説明が終わりましたのでこれより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)
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○議長(斉藤勝君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

意見書案第３号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、意見書案第３号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第４号 原発のない北海道の実現を求める意見書

○議長(斉藤勝君) 日程第１１ 意見書案第４号 原発のない北海道の実現を求める意見

書を議題と致します。

提出者の説明を求めます。７番油野篤君。

○７番(油野篤君) 意見書案第４号原発のない北海道の実現を求める意見書について。提

出者、賛成者及び意見書の内容については記載のとおりです。

ご審議の程、よろしくお願い致します。

○議長(斉藤勝君) 説明が終わりましたのでこれより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

意見書案第４号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、意見書案第４号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第５号 地方財政の充実・強化を求める意見書

○議長(斉藤勝君) 日程第１２ 意見書案第５号 地方財政の充実・強化を求める意見書

を議題と致します。

提出者の説明を求めます。３番川内谷進君。

○３番(川内谷進君) 意見書案第５号地方財政の充実・強化を求める意見書について。提

出者、賛成者及び意見書の内容については記載のとおりであります。

ご審議の程、よろしくお願いします。

○議長(斉藤勝君) 説明が終わりましたのでこれより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

意見書案第５号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
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(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、意見書案第５号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第６号 道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域や

子どもの実態に応じた高校づくりの実現を求める意見書

○議長(斉藤勝君) 日程第１３ 意見書案第６号 道教委｢新たな高校教育に関する指針｣

の見直しと地域や子どもの実態に応じた高校づくりの実現を求める意見書を議題と致しま

す。

提出者の説明を求めます。４番椎名力君。

○４番(椎名力君) 意見書案第６号道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地

域や子どもの実態に応じた高校づくりの実現を求める意見書について。提出者、賛成者及

び意見書の内容については記載のとおりでございます。

ご審議の程、よろしくお願い致します。

○議長(斉藤勝君) 説明が終わりましたのでこれより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

意見書案第６号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、意見書案第６号は原案のとおり可決されました。

◎閉会中の所管事務調査の申し出について

○議長(斉藤勝君) 日程第１４ 閉会中の所管事務調査の申し出についてを議題と致しま

す。

お諮り致します。

議会運営委員会委員長から議会運営及び議長の諮問に関する事項について、閉会中所管

事務調査したい旨の申し出がありましたが、委員長からの申し出のとおりこれを承認する

ことにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、委員長から申し出のとおり所管事務調査を承認することに決定しました。

◎閉会中の正副議長、議員の出張承認について

○議長(斉藤勝君) 日程第１５ 閉会中の正副議長、議員の出張承認についてを議題と致

します。
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お諮り致します。

閉会中、議会を代表して正副議長、議員が出席を要する諸行事、慶弔、会議、陳情等に

ついて、議会の承認を得て正副議長、議員を出張させたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、ただ今お諮りのとおり承認することに決定しました。

なお、出席議員についてはその都度、議長において指名することに致したいと思います

が、ご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。

◎会期中閉会の議決

○議長(斉藤勝君) お諮り致します。

今期定例会の会期は６月２１日までとなっておりますが、提出された全ての案件が議了

致しましたので、これをもって閉会致したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。よって、平成２５年松前町議会第２回定例会

は、これをもって閉会することに決定致しました。

◎閉会宣告

○議長(斉藤勝君) これをもって平成２５年松前町議会第２回定例会を閉会致します。

どうもご苦労様でした。

(閉会 午後 ４時５０分)
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